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新成人への種まくブック、楽しみに待っています。ありがとうございます。（女性・１０歳代・学
生・上諏訪地区）

諏訪市民で「良かった」と思えるような施策を考え、実施してほしい。（女性・１０歳代・会社員・
中洲地区）

防災・消防に関する施策を起点にして、様々な課題に取り組んでほしい。性別・職種・年齢が
異なろうと、みんなが諏訪市に居住していることには変わりないので、自主防災から始めるべ
き。（男性・２０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

私の知らない取り組みがたくさんあり、市の努力を感じすばらしいと思いました。しかし、地区
地域によっては、昔からの決まりだからという理由や、昔から続いていることを自分の代で変
えたくないという上の立場の方々によって、現代にそぐわないことを続けていたりするので、時
代に合わせて色々と変わっていかなければならないことも多いと思います。しっかり見直して
いかなければ、年配の方にも若い世代にも住みやすいと感じ、これからも住みたいと思えるよ
うにはならないのではないかと考えています。（女性・２０歳代・会社員・湖南地区）

公共トイレが汚い。全部建替えてほしい。観光地として売り出している割に、観光地の自覚が
ないところは本当に意識が低い。（男性・２０歳代・学生・豊田地区）

交通機関をもっと充実させてほしいです。あと、街灯が少なくて夜間危ないと思います。（女
性・２０歳代・学生・中洲地区）

長年諏訪市に住んでいますが、満足できるところがありません。諏訪市[独自]の政策も思いつ
きません。子育て中ですが、子育てしづらいなあと感じることが多々あります。少子化というこ
の世の中で、子育て世代の声を聞こうとしてください。こどもは本当によく風邪を引きます。都
会では、こどもが病院にかかる治療費を払ったことがないとききます。そういった必要不可欠
なところへの補助はできないのでしょうか？諏訪市は他の自治体に比べて保育所に多くのお
金をかけているとききましたが、自分のこどもを預けていてそれを実感する部分がありませ
ん。少人数の保育園や古くて使用禁止にしている遊具を見ると、合併をし安心安全に使用で
きる施設に更新してほしいです。高齢化がすすむ今、高齢者への施策も大切かもしれません
が、未来を担うこどもたちがのびのびと成長でき、それを親が気持ちよく育てていけるそんな
諏訪市になってほしいです。思うところはたくさんあります。諏訪市のトップらが現場を見て、親
の声を聞いてほしいです(児童センターなど)。またこのアンケートの各施策がとてもわかりづら
いです。（女性・２０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

いつも住民が暮らしやすくするための市政運営をありがとうございます。一生懸命仕事をされ
ている方が多いだけに、市役所の雰囲気が暗く、職員に話しかけづらい雰囲気があるのを日
頃もったいなく感じております。多様な施策を実施していることは承知していますが、他市町村
にはない特徴的な取り組みや先進的な取り組みがもっとあれば諏訪市を選びたいという気持
ちが高まると思います。また、市から市民への情報提供がもう少し迅速にされるとありがたい
です。
川や用水路が多く電灯が少ないため、夜間の歩行で危険を感じています。また、観光産業は
諏訪湖の花火や御柱に依存しており、新型コロナをきっかけに足腰の強化が必要と感じてい
ます。短時間で毎日実施する花火は昨年楽しく拝見していましたが、観光産業の活性化のた
めには前例踏襲ではなく、休日に強化をするなどの工夫があればアフターコロナに向けた試
行錯誤にもつながるのではないかと思います。（女性・２０歳代・会社員・上諏訪地区）

諏訪市としての地域活動をあまり知らないので、うまく回答が出来ない点がありました。諏訪
市の活動が、我々の身近な生活に繋がっているということが分かれば、若者も興味を持つと
思います。しかし、特に若い人は、SNS等で自分の興味を持つ情報しか手に入れない傾向が
あり、テレビや新聞などの一般的な情報媒体だけでは、アピールは難しいと思います。いかに
多くの人に諏訪市の活動をアピール出来るか、方針を変えると我々の生活はどうなってしまう
のか、などが分かれば、選挙の際の参考にもなります。（女性・２０歳代・学生・上諏訪）



市民に開かれた市政、諏訪市の魅力をもっとアピールしてたくさんの方に愛される諏訪市を目
指していただければと思います。コロナ禍でも、対策をしっかり講じてイベントなど積極的に
行っていってほしいです。（男性・２０歳代・会社員・四賀地区）

私は３回の妊娠のうち３回とも流産の習慣性流産患者です。もし４回目の妊娠ができたら、ヘ
パリンという血栓をできにくくする注射を１日２回自分でお腹等に打ちます。治療費は40万ほど
かかります。諏訪市の助成金は、不妊治療と不育治療と合算になっています。子供が授かれ
ない点では同じなので、どちらも同じと考える方が多いかもしれませんが全く別の原因で、全く
違う治療内容です。子育てや、少子化に取り組んでいらっしゃる諏訪市には、ぜひ不妊治療と
不育治療は分けて考えていただきたいです。先日助成金も不妊治療が保険適用になったこと
でなくなるかもしれないと職員の方にお聞きしました。不育治療は、ほとんどが保険適用に
なっておりません。これらのことから、ぜひ不育治療の助成金はこれまで通りの条件で残して
いただきたいです。わたしのように若年層で、何回も流産しているとそれだけで手術費用など
嵩んで不育治療を受けることもためらう方がいると思います。どうか子供がほしくても、おなか
で育てられない人にも優しい政策をよろしくお願い致します。（女性・２０歳代・会社員・中洲地
区）

諏訪市に転居して3年以上になりますが、快適に生活させていただいております。一点、交通
安全の施策として、街灯の整備にも一層注力いただれば幸いです。上諏訪駅付近をよく歩く
のですが、霧ヶ峰口を出て国道20号を左手に進む道は、駐輪場と地下道の間が夜間とても暗
く感じます。（男性・２０歳代・会社員・上諏訪地区）

諏訪はとても住みやすくていいところだと思います。もっといろんな人に諏訪のいいところを
知ってもらえるようにしてほしい。高齢者支援も大事だが、若い人たちが住みやすく、子育てし
やすく、働きやすくするような施策を期待しています。（女性・２０歳代・会社員・豊田地区）

ホームページでリンクエラーのページがあるので確認していただきたい。（女性・２０歳代・会社
員・中洲地区）

人口減少が止まりません。増加は難しいかもしれませんが、隣の町村では移住者に対する補
助やワーケーションを積極的に行い、移住者が増えている状況もあります。参考にしながら、
魅力ある諏訪市に人が集まってくるような政策を望みます。（男性・２０歳代・公務員・上諏訪
地区）

未満児保育料が高すぎる。１歳までの育休手当しかでないのに未満児保育料が高すぎる。こ
の保育料を払いながら働くのはきつい。近くに安い保育料の土地があるなら引っ越すと思う。
子育て支援してほしい。（女性・２０歳代・会社員・上諏訪地区）

諏訪日赤に通院するものであるが、アクセスが遠回りであり改善して欲しい。日赤前だけ河川
に橋がないためいつも大回りして入り口まで行っている。（女性・２０歳代・会社員・上諏訪地
区）

子育て世代からすると住みづらい。他の市に引っ越したい。子どもを産んでもマイナスにしか
ならない。対策が遅い。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

ブランド力が薄く無駄が多い。判断が遅い。住民の声を聴いているようで聴いていない。困っ
ている住民をもっと助けてほしい。偏っている。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

諏訪市のために尽力いただきありがとう。インフルエンザ等の予防接種の補助対象に子ども
を追加してほしい。乳幼児に手厚い支援をお願いしたい。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・四
賀地区）

小中一貫教育はいいが、親同士、子ども同士それぞれいじめ問題があるとつらい期間が長く
なり心配ごとが増える気がする。ＰＴＡ作業は業務委託できないか。（女性・３０歳代・公務員・
上諏訪地区）



河川をコンクリートで固めていることが不満。自動車部品を捨てる場所がない。野良猫の避妊
対策を全く行っていないことが不満。ボランティアや獣医が使える施設（手術室）などを用意す
べき。避妊・去勢への補助金を出してほしい。自治会は任意加入であるはずなのに、加入する
ことがあたりまえであるかのような記載（諏訪市公式サイト）をやめてほしい。消防団が行って
いた違法な集金への問題にきちんと対処してほしい。ホンシュウカヤネズミなどの絶滅危惧種
への対策はどうなっているのか心配。生息数を把握してほしい。さざ波の家にある生ごみ処理
機の受け入れ可能時間を長くしてほしい。また、カードを入れたときの反応が悪いときが多
い。ノババックス社のコロナワクチンを打つことができるようにしてほしい。組み換えタンパクワ
クチンを選びたい。学習塾でバイトしていたとき、担当していた生徒が学校でいじめを受けてい
た。理科大生などのバイト講師から市に対して通報できる手段がほしかった。（男性・３０歳代・
自営業・湖南地区）

コロナ禍での保育園、小中学校、高校でのやり方を見直してほしい。タブレットでの学習等、他
の市の方が進んでいる。何かあってから動くでは少し心配です。（女性・３０歳代・会社員・上諏
訪地区）

私のような子なし、労働者世帯は納税するのみで行政の恩恵にあずかれることはほとんどあ
りません。地域内の安心感もなく（監視されているような気すらします）、情報提供もなく（地域
行事の内容や進行は知っている前提で、半強制的に参加になる）、不安な生活です。市内で
は働く場もなく、買い物する店も限られ、ここで生活するメリットがまったく感じられません。どう
いう街にしようとしているかも感じられていません。（女性・３０歳代・会社員・中洲地区）

転入して数カ月なので市政に対する理解度は低いが、おおむね好感を持っている。教育・社
会保障（医療）に予算を多く配分してほしい。日本全体で人口減少局面にあるのに２０号バイ
パスを整備する意図がわからない。現状ある道路の修繕、インフラの維持をもっと手厚くした
方がいいのではないかと思う。移住者だけでなく諏訪市に戸建てがほしい人に空き家を紹介
したり（子育て世帯に限定など条件をつけて）、リフォームの補助したりできないか。性的搾取
が世界的に問題視されているが（性的平等、SDGｓ）、公式キャラクターの諏訪姫のあり方（デ
ザイン・服装）も再考した方がいいと思う。（男性・３０歳代・会社員・四賀地区）

諏訪市だけが子供の医療費給付金が中学校まで。近隣の市町村みな高校生まで。１番ケガ
が多い高校生時代になくなるのはつらいと思います。高校生まで使えるようにしてほしいで
す。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

水道料金が高すぎる。ゴミ袋が高い。広報のアナウンスが聞きづらいです（もっとはっきりゆっ
くり）。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

制度資金の申込みを簡潔にしてほしい。（例：セーフティ認定・・・他市は商工課で手続き可
能、申込時の面談・・・他市では省略可能）（男性・３０歳代・会社員・中洲地区）

老人に偏り過ぎた施策ばかりで若い人は住むメリットなし。茅野に引っ越したい（女性・３０歳
代・会社員・四賀地区）

市の条例について勉強不足で申し訳ありませんが、最近のニュース等で、北海道内で外国人
の土地取得、水源地の森林がある土地の買取等、生活に欠かせない土地の取得が話題と
なっております。諏訪市でもリスクがあり、早急な規制を考えなくてはいけない時代になってい
るかと思います！特に霧ヶ峰には、上諏訪地区の上水道の供給源でもあり、高原の植物があ
る自然もたくさんあります。国定公園、国立公園、国、県、市有地、法律等わからない私の意
見ではありますが、市民のインフラに直結する問題かと思います。条例、規制について、まだ
制定がなければ、市長さん、議員さん、市民とで考えなくてはならない事かと思います。（男
性・３０歳代・自営業・上諏訪地区）

いろいろやっているのはこれを見てわかりましたが、あまり知られていないのでは？と思った。
もっとアピールしていくべき。市がんばって下さい！（女性・３０歳代・パート、アルバイト・湖南
地区）



単身者に対しての支援（コロナで職を失った等）の充実。子ども手当のような手当がほしい。一
人暮らしをしている単身者もいますのでそういった方に支援の手を差しのべていただきたい。
（女性・３０歳代・会社員・湖南地区）

このアンケートを作り、返信封筒をつける、これは税金で行われていることだと思いますが、ス
マートフォンを活用した方がお金を使わずに済むのではないでしょうか。３０００人以上の意見
が聞けると思います。アンケート内容は半分以上が知りません。認知度が低い。諏訪市役所
も用がないと行かないですし、こういった情報は日頃生活をしている状態ではわかりません。
他県の良いことに目を向け、内気な諏訪を外交的に盛り上げてもらいたいです。私は他県出
身ですが、諏訪は独特な地域です。外部を寄せ付けないオーラをもってます。それを打ち破る
ような企画政策をしていっていただきたいです。スマートフォンの活用、アプリ制作、ポイント活
用など考えれば思いつきます。実現することが難しいと思うより、まずやってみるからです。街
灯も少ないです。「区」という組織があることが古いし、区費を払わないとゴミが出せないのも
おかしいです。改善とチャレンジすることを心から願っていますよ。（女性・３０歳代・会社員・湖
南地区）

支援が受けられるのに受けようとすると条件が厳しい。税金を払っているのにって思います。
役所の中でも若い世代の意見交換の場を設けてみる。役職者も含めてみんなです。市民にア
ンケートをとっていますが、役所勤めの方の率直な考えも聞いてみたいものです。あと、市役
所の受付は人ではなくAIとかにしてみては。（女性・３０歳代・会社員・湖南地区）

御柱が強行されている地区があるようです。すべての人が賛成ではないことを理解していただ
きたい。市役所の建物も古いので新しくしてほしい。ひまそうにしている職員、忙しくしている職
員の差があるのはなぜでしょうか。一つの会社と思って役所の方全員で様々な施策に取り組
んでいってほしいです。市長の乗る公用車はもっと庶民的な車でよいのでは。イメージアップ
になります。（女性・３０歳代・会社員・湖南地区）

図書館前・裁判所前の交差点の改良。道路としておかしい形状である。検察庁前の信号機は
朝日が入ると信号の色がわからない。LED化を希望する。同所は通学路であるため、警察に
意見を。国道の踏切、二桁国道に踏み切り２つは考えられない。立体化してほしい。並柳踏切
（駅横）も含めて検討してほしい。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

諏訪湖周辺の街路樹の伐採方法があまりにもひどい。樹をブツ切りしたことで景観がとても悪
くなった。「とりあえず切ればいい」という素人目線、諏訪市政を担っている誇りはないのか。特
にひどいのは国道２０号諏訪バイパスのトンネル工事計画。以前実施したパネルディスカッ
ションに参加したが、あまりにもひどい計画だと思わないのか。諏訪の人口も減り、免許人口
も減り続けているのに、山をけずってまでバイパスを造る必要がどこにあるのか。工事中は大
量の土砂を運ぶため、一日数百台のトラックが往来するとのことだが、今もせまく事故の多い
２０号に多くのトラックが往来し、事故でも起きたらあなた達は責任をとってくれるということで
間違いないか。トンネル工事の前に、今の２０号を改修するのが先ではないか。上諏訪では、
ほとんどの住民が反対しているのを知らないのか。山の神様に自信をもって山をけずりますと
言えるのか。次の市長選挙では、金子ゆかり氏への投票はしない。（女性・３０歳代・専業主
婦、主夫・上諏訪地区）

安全で住みやすい街に。これからもお願いします。（女性・３０歳代・会社員・中洲地区）

かりんちゃんバスは金額が一律で大変助かっております。今後ルートや本数が増え、遠回り
せず目的地に行けるようになったらありがたいです。（女性・３０歳代・会社員・中洲地区）

観光より教育、子育てにもっとお金を使ってほしい。他市町村と比べて手当が少なく、とても不
満。（女性・３０歳代・公務員・上諏訪地区）

現在はコロナ禍でやってませんが、以前あった子育て支援センターの料理教室がなんのため
にしているのかわからないくらいぐだぐだでした。また、子育て応援サイトのイベントカレンダー
にのっているイベントが紙媒体のものくらいいろいろのっていたらいいなぁと思いました。（女
性・３０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）



今後このようなアンケートを実施する際、すべてを把握するためにもどこに予算の何％を投入
しているのかを明確にした方がなお良い。満足度、重要度は％でも変わると思います。（男性・
３０歳代・会社員・湖南地区）

高齢者が多い街っていうのもあると思いますが、子育てのしづらい街だと思います。（他市町
村と比べて）。もう少ししっかり暮らしやすい街づくりを考えるべきだと思います（湯小路いきい
き元気館等もネットで悪評を目にすることがあり、悲しいです）。（女性・３０歳代・パート、アル
バイト・中洲地区）

ここの人が言う「諏訪は住みやすいでしょ」の意味がわからない。うつになりそう。大きらい。
（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

下諏訪のように整備された公園があるとうれしいです。（女性・３０歳代・公務員・上諏訪地区）

イベント、観光についてですが、市が抱えるものが多すぎて、業務過大かつマンネリ化、柔軟
性の低下、対応力の低下などが起こっているように思います。日々刻々と変化する社会の状
態や世の中の流行に即応していく必要があります。しかし、行政という公平性が必要な立場で
は即応が難しいことなどから商工会議所、観光協会、市民団体への権利移譲ができる体制づ
くりや発信の担い手支援策の充実が必要なのではないでしょうか。（男性・３０歳代・公務員・
豊田地区）

市のオトナの歯科検診を毎年無料にしてほしいです。ワクチンの集団接種を平日もやってほし
かったです。（女性・３０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

東京から３０才の時にUターンして就職してるが、とても住みにくいと感じる。東京と比べてはい
けないと思うが、個人的には一生長野県には絶対住みたくない。全てに関して全部不便。だ
からといって、改善してほしいと思うことが多すぎて書けません。Uターンなんてしなければよ
かったと後悔しています。長野県に移住してくる人には絶対にやめた方がいいといつも言って
います。自然豊か？自然豊か=住みやすいとは思えないし、駅前のすわっチャオはあれはな
んですか？お金の無駄としか思えない。若者離れがまた進みますね。（女性・３０歳代・会社
員・上諏訪地区）
子どもの集団予防接種を他の予防接種と同じように個別で受けられるようにしてほしい。集団
接種のメリットが感じられない。乳幼児健診、相談、予防接種手帳はアップデートされているの
か疑問を感じます。少し古く感じられます。また土日の窓口開設を希望します。スマートICに何
十億とかけるのであれば、諏訪市内の公共施設や道路の整備、子供たちがスポーツや運動
が可能な場所を作ることに税金を使うべき。諏訪市は多くの製造業がいて成り立っている市に
も関わらずそういった業種への支援が足りていないと感じている。事業が大きくなれば自ずと
他の市へと出て行ってしまう。EPSONの本社がいつまでも諏訪にあると思うのは安易だ。市役
所の職員の態度が気になる。市役所内で挨拶もなく、対応に柔軟性がない。諏訪市は新たな
取り組みや変化を恐れているように感じている。他の市で行なっている取り組みや、市民に
とって良いと思われることは恐れずに遂行してほしい。諏訪市は歴史や諏訪湖など良いリソー
スがたくさんあるのでより良い魅力的な市になることを願っています。（女性・３０歳代・会社
員・中洲地区）

信州大学の新学部誘致に諏訪市はなぜ乗り出さなかったのでしょうか。もう間に合わないの
でしょうか。諏訪市には公立諏訪東京理科大学がありますが、市の中心部には大学も短大も
専門学校もあまりありません（福祉大学校はありますが）。学校が無ければ若者の都心流出
が止まらないと思います。たとえ誘致に失敗しても挑戦はしていただきたかったと思います。
近隣の店の深夜の騒音に悩んでおり、何度も諏訪警察に相談しましたが、一向におさまりま
せん。対応していただいたことには感謝していますが、騒音被害が無くなるまでしっかりと対処
していただけるとありがたいです。合法的な営業をしている店に文句を言うつもりは全くありま
せん。長野県の「良好な生活環境の保全に関する条例」第3章第4節「深夜営業騒音に関する
規制」に基づいて、違法な営業をしている店を公正に、確実に取り締まっていただければそれ
でいいですので、何卒よろしくお願い申し上げます。条例が形骸化することがあってはならな
いと思います。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

スマートインターを早く開通してください。期待しています。（男性・３０歳代・会社員・豊田地区）

スマートインターの早期開通をお願いします。（男性・３０歳代・会社員・中洲地区）



ヤングケアラー対策を早急にお願いします。NHK特集によると17人に一人がヤングケアラー。
将来を担う若者が普通に中学、高校、大学に通えるように行政のサポートが早急に必要だと
思います。（男性・３０歳代・会社員・豊田地区）

御柱参加と区に入ることが半強制なのは多様性、自由主義に反する。消防団も。時代に逆行
している。若者が諏訪に戻ってこない理由のひとつ。（男性・３０歳代・会社員・湖南地区）

私は御柱祭に参加できるようにコロナに気をつけて生活していますが、市長が御柱祭前にも
かかわらず大人数で飲み歩いている姿を見かけました。御柱のために皆がまんしているのに
がっかりしました。市民の模範となるような行動をすべきです。（女性・３０歳代・会社員・上諏
訪地区）

高齢者、障がい者、低所得者等々の社会的弱者への支援は必要とは思いますが、普通に働
いている、普通に住んでいる、普通に税を納めている、声が特別大きいわけではない「普通
の」市民にこそ、恩恵を受けられる、メリットを感じることができる施策を進めてほしいと思いま
す。SDGsのようなふわっとした、本当は誰もその意味を説明できないような意識を持たせよう
とするのではなく、もっと身近なところから、日々の生活のレベルから考えさせる必要があると
思います。「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」と言っても、「そうですね、だか
ら何するの？」で終わりです。総合計画に位置付けるだけなら簡単です。（男性・３０歳代・公
務員・豊田地区）

自身の子供の頃（約30年前）と比べ街の活気が年々減少していると感じます。現に人口も
年々減少傾向にあろうかと思います。主要産業の製造業であれば企業誘致による人口増、観
光業であれば新しい施設・特産品で魅力発信するなど、行政主導によるテコ入れを期待して
います。（男性・３０歳代・会社員・上諏訪地区）

もうちょっとSNSやTwitterなどで諏訪市の良いところや、市民向けの公共施設公共サービスの
案内や、観光客への情報発信に力を入れてほしい。新聞やホームページでこちらが調べるの
ではなく、市の方から興味をもってもらえるように発信をしてもらいたい。（男性・３０歳代・会社
員・中洲地区）
◆諏訪市消防団について
・地区で加入する消防団について、必要の有無・組織のあり方・活動内容などを徹底的に見直
していただき、実現していただきたい。不必要な行事、活動が多すぎる。組織を継続するので
あれば、災害時の行動・対応のみにし、とにかく活動内容を絞っていただきたい。操法練習の
ような無意味かつ感染症を蔓延させるだけの活動などもってのほかである。諏訪市消防団へ
の苦情・クレーム等は毎回市民満足度の結果で確認するが、この結果について諏訪市消防
団は理解しているのか、なぜ改善しようとしないのか、甚だ疑問である。（男性・３０歳代・会社
員・上諏訪地区）

茅野市の0123広場や岡谷市のこどものくにのように、子供を遊ばせることのできる広くてきれ
いな施設が欲しい。諏訪市の児童センターは狭いし古いし子供や荷物抱えて2階まで下足を
持っていかなければならず行く気にならない。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

高齢者に対して優しい市である一方で、子供達にはあまり優しくない印象があります。例えば
近い小学校があるのに、地区が違うため遠い小学校に行く事になったり、高齢者施設はたくさ
んあるのに子供が使用できる場所（大きな公園）が少なかったり。若い世代が長野県の諏訪
市に住めば、幸せな生活ができ、未来が明るいぞと思える市を作ってほしい。私の世代でさえ
多くの仲間達は県外や別の市に移り住んでしまった。もっと魅力あふれる市にすれば若者が
集まり活気ある街になると思います。小さな若い芽をしっかり育てれる街にして下さい。日本一
の諏訪市を目指して下さい。（男性・３０歳代・公務員・上諏訪地区）

子育て世代(3歳未満)へのゴミ袋の配布の数を増やしてほしい。（男性・３０歳代・会社員・上諏
訪地区）



３人子育て中の専業主婦です。１月下旬から続く保育園の登園自粛措置が、親子共に大きな
負担になっています。家庭で保育できる方は協力を…と言われると、今現在外に働きに出て
いるわけではないので休ませていましたが、自宅で保育できるのに毎日登園させているご家
庭もあったりで、真面目に協力しているこちらがとても馬鹿らしくなります。(私としては、園に通
うことで我が子がコロナに感染しないように…というよりは、仕事でどうしても預けなくてはいけ
ないお子さんがなるべく安全に過ごせるように、我が子が万が一うつしてしまうことのないよう
に、という思いで自粛していました)精神的にも金銭的にもかなりの負担を強いられたので、協
力した分の支援をしていただきたいと思ったくらいです。また、真ん中の子の卒園式は在園児
欠席で保護者も２名までの参加だったのに、上の子が通う小学校では全校生徒が集っての卒
業式だったということで、最後の２か月ずっと登園できずに卒園式を迎えたのに、なんだこの
違いは…と正直とても苛立ちを覚えました。withコロナの時代です。制約緩和のご検討と全体
の規制統一をお願いいたします。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

パートの求人が少なすぎる。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

意見等をまとめてもたくさんあるのですが、学校のタブレット使用について学校ごと違うという
のはやめて下さい。コロナになり、リモートをどんどんしていただきたいのに、１、２年生は目が
悪くなるとか言われました。が、しかし、学級閉鎖中課題を終えてゲームやタブレットをずっと
やっているのであればリモートで算数・国語を２時間授業していただいた方がよかったです。
学校の方針について校長先生の判断とよく言われますが、コロナなどこういう未知なことが発
生した場合などは迅速に諏訪市の学校全体を統一してほしいです。保育園を園長先生任せ
にせずちゃんとやってください。（女性・３０歳代・専業主婦、主夫・湖南地区）、

企業や市民に負担をお願いしたり、利益となるかわからないお金を市議だけで決めたりしてい
る。本当に必要なところにお金が行き届いていないと思う。改善が必要。（女性・４０歳代・会社
員・四賀地区）

ゴミの有料化賛成ですが、もっとリサイクルに力を入れてほしい。市役所の広場の活用。民間
とタッグを組むなどしてほしい。（女性・４０歳代・会社員・上諏訪地区）

高校生への学習援助をよろしくお願いいたします。諏訪市のPR活動強化をお願いいたしま
す。（男性・４０歳代・会社員・上諏訪地区）

観光（それも花火）に特化しても人口は増えないし、産業も活性化しないと思います。人口が
減少していては市に未来はないし。必要な場所に（並柳線など）信号をつけてほしい。市内の
都市部の活性化、空き家対策を充実してコンパクトな市を目指してほしい。（女性・４０歳代・
パート、アルバイト・上諏訪地区）

大型ショッピングモール等への誘致支援を行い、若者に魅力のある街づくりを、ご提案した
い。（男性・４０歳代・会社員・中洲地区）

板沢の焼却灰施設はまだ建設するつもりなのか。諏訪湖スタジアムの周辺に建設すればどう
だろう。諏訪市も消防ポンプ操法中止（廃止）にすればいいと思う。（男性・４０歳代・公務員・
豊田地区）

特にありませんが、アンケートも大変なので何か書いた特典ください。（女性・４０歳代・会社
員・四賀地区）

諏訪に引っ越してきて３年になります。前から水害がとてもこわいです。水のある河川が近い
ところに住むのが初めてのため、水がとてもこわいです。豪雨の時に下水の流れがわるくなっ
たのも初めてで、他の県や市ではなかったのでとても不安でした。それ以外、景観もきれいで
車で走っていてもとても楽しく生活ができています。行政のみなさんのおかげです。ありがとう
ございます。（女性・４０歳代・会社員・豊田地区）

文化センターの改築を早めにお願いしたいです。音響を整備して芸術を味わえる場所、たくさ
んの人が集まれる場所を諏訪にもぜひ。（女性・４０歳代・その他・上諏訪地区）



障がい者福祉に関して、「オアシス」は障がい者の自立した暮らしをサポートするとあります
が、具体的にどのような支援をしてくれるのか示してほしいです。私は５年ほどオアシスを利用
していますが、いまいちオアシスの存在意義がわからないです。（男性・４０歳代・無職・湖南
地区）

高齢者福祉に関して、認知症高齢者のための見守り充実とは具体的に何を行っているので
しょうか。障がい者の見守りサービスはないのでしょうか。（男性・４０歳代・無職・湖南地区）

社会保障制度に関して、まいさぽにも相談をしに行きますが、毎回「お役に立てず、すみませ
ん」と言われます。（男性・４０歳代・無職・湖南地区）

学校教育現場や市町村で急速に新しいICTが取り入れられており、それは大事なことだと思い
ますが、ハローワークでも諏訪は仕事が減っていると言われました。だからこそ行政が率先し
て仕事を生み出す努力をするべきだと思います。塩尻市振興公社「KADO」の仕事のなかに電
子黒板の配線の手伝いや学校での試験監視員というものがありました。自分の市だけではな
く、周りの市町村を観察してよい面を取り入れてはどうでしょうか。（男性・４０歳代・無職・湖南
地区）

最近事故を起こし、病院から車の運転を控えるようにといわれ、車なしで生活していますが、
正直不便です。免許を返納した障がい者がもらえるタクシー券２４枚も初乗り金額を考えれ
ば、タクシーは高くて使いづらいです。かりんちゃんバスのチケットももらえるらしいですが、諏
訪は複数のバス会社が混在しているので使いづらいです。（男性・４０歳代・無職・湖南地区）

正直、諏訪市は住民より観光客優先だと考えています。頻繁に花火を打ち上げていますが、
毎日だとうるさく、迷惑です。市の観光課に聞くと、花火の打ち上げは企業の活性化にもなると
いいますが、まず公共交通を便利にしないとうるおうのは諏訪湖周辺だけではないでしょう
か。まず住民の生活の利便性を図るのが先ではないでしょうか。（男性・４０歳代・無職・湖南
地区）

現在大熊区の水戸代団地に住んでいますが、転入転居の際に何組の〇〇さんなどと回覧で
お知らせしていますが、住所や氏名は個人情報ではないのでしょうか。以前、ある議員からダ
イレクトメールが届いた際に住所が漏れているのではないかと心配になり、市役所に確認した
ところ、手続きを踏めば誰にでも開示しており、住所や氏名は個人情報ではないとはっきり言
われました。行政では住所や氏名は個人情報として扱ってないのでしょうか。（男性・４０歳代・
無職・湖南地区）

いつもご尽力いただき、感謝申し上げます。美しい緑と湖のある諏訪市、魅力的な市であるの
になぜか大きな声で諏訪市を自慢できません。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・湖南地
区）

子どもの医療費の補助が１８歳までだとありがたい。高校までは諏訪を離れることは少ないで
すし、親元におり、コロナ感染症など医療機関のお世話になることも多い世の中へと変化して
いるため。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

率直にやることなすことすべてが遅い。スマートICひとつとっても何年かかって調整しているの
か。南信地区は小黒川も駒ケ岳も座光寺にもできている。魅力がないから若者も去っていく
し、集まらない。市長が何やってんのかわからない。（男性・４０歳代・会社員・豊田地区）

コロナ禍で近隣市町村は飲食店や家計を支えるために商品券などの配布をしているが諏訪
市はまったくない。花火大会などの観光業へ公金を使いすぎているのでは？と思ってしまう。
諏訪に住んでいると「損」と感じてしまう事が多い。（男性・４０歳代・会社員・四賀地区）

プロサッカー選手になりたい息子の夢をかなえてあげたい。諏訪地域に人工芝のグラウンドを
造成してもらいたいです。（男性・４０歳代・会社員・中洲地区）

何も無く生活しているのがHappyかもしれないが、他の市や県の人に誇れる諏訪市になって欲
しい。全体的にアピールが足りない気がする。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・豊田地区）



諏訪市は観光を中心に発展したと思いますが、現在は駅前を始め、本町通り、末広通りなど
ほとんどの老舗が無くなり、スーパーや量販店など大型店に変わり、諏訪らしさが消えてしま
いました。諏訪に来なければ味わえない特長のある街づくりをお願いします。（諏訪が諏訪らし
い発展をする事を望みます。）（男性・４０歳代・自営業・上諏訪地区）

重要な施策ではあると思うが、私達に直接（間接的にも）伝わりづらい内容が多いと感じまし
た。そのため、満足度は「わからない」が多くなってしまいました。（女性・４０歳代・パート、アル
バイト・上諏訪地区）

諏訪湖マラソンは絶対に中止にして下さい。ただでさえ御柱で人が集まって密になっているの
に、これ以上人の集まるイベントはやらないでほしい。いくら人数制限をしたり、感染対策をし
たとしても、イベントがあれば人が集まるので無意味です。屋外だからとか関係ないです。県
外からの参加者も多いので地元の者としては非常に迷惑です。絶対に中止にして下さい。（女
性・４０歳代・会社員・四賀地区）

公園を充実させてほしい。立石公園の長いすべり台の撤去にはかなりがっかりした。下諏訪
のあすなろ公園や赤砂公崎公園、岡谷の湖畔公園のように遊具の充実した公園を作ってほし
い。室内で遊べる施設の充実を願う。国道２０号に右折レーンを作ってほしい。消防車が古く、
不安を感じる。（男性・４０歳代・会社員・中洲地区）

観光に力を入れてもらいたい。花火の復活。雇用をしっかりして安心して住める市でいてもら
いたい。（女性・４０歳代・会社員・中洲地区）

太陽光の当たり方によってどれが点灯しているか判断のつきにくい信号機がある。少しずつ
LEDに変わってきていると思いますが、可能であれば市内全域LEDの信号機に交換願いま
す。（女性・４０歳代・専業主婦、主夫・四賀地区）

今は利用することもなくなりましたが、子どもが小さいときこども館を利用させていただいてい
ました。岡谷市、茅野市と比べて小さくて内容も貧弱でしたので、遊ぶときは岡谷か茅野まで
足を運んでいました。現在もそういう状況だとしたら、子育て世代の方達は大変だと思います。
あと、子どものスポーツ講座が少なく、これも内容が充実していない、短期間のものばかりな
ので、岡谷市主催でスワンドームでやっているスポーツ教室を利用しています。これも諏訪市
で長期間（岡谷は３ヶ月毎）のスポーツ教室を開いてくれれば岡谷まで通わないで済むので助
かります。子育てに関することは近隣の市を見習って充実させていただきたいと思います。
（女性・４０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

諏訪市もこどもの医療費助成を１８歳までにしてほしいです。（男性・４０歳代・会社員・中洲地
区）
国道２０号諏訪バイパスは環境破壊が心配です。（女性・４０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地
区）

バイパスの問題について、５０年前からの計画が、はたして４０年後の開通に意味を持つの
か。あって便利なこともあるが、今一度路線の見直しについてよく吟味していただきたい。アン
ケートの機会をいただけたことに感謝いたします。いつもありがとうございます。（女性・４０歳
代・自営業・上諏訪地区）

消防団員の確保が難しい状況、勧誘にも苦労している現役消防団員。状況を知っていても危
機感のない行政機関。あくまでボランティア、辞めるのも自由、いなくなってから困るのは誰で
しょうか。もう少し真剣に考えてみてはどうですか。諏訪湖周サイクリングロードはどのくらい税
金が使われたのか。どれだけ使う人がいるのか。他の税金の使い道ありませんか。優先順位
おかしい。（女性・４０歳代・会社員・四賀地区）

例えばごみステーションに掲げられているごみ有料化の告知やのぼりが、一年以上経ち、風
雨にさらされ、ボロボロの状態で、何カ月も放置されています。市内のあちこちで見られるみす
ぼらしいのぼりに市役所の職員の方々も気づかないはずもないのに、そのままにされている
ことが不思議であると同時にこの状況を見る度に、市政に対して失望を禁じ得ません。もっと
市内を自分の足で歩き、自分の目で見て感じていただきたいと思います。（女性・４０歳代・会
社員・上諏訪地区）



市から出される書類がむずかしいし、すべてがめんどくさい。やることが多いのか、職員が疲
れているように見える。（女性・４０歳代・会社員・四賀地区）

子どもと市内の公園をよく利用するが（湖畔、中央公園等）、歩行者と自転車のすみ分けがで
きておらず、危ない。間欠泉周辺は高速のロードバイクが歩行者道路を通ることも多く、いつ
か事故が起きるのではないかと感じる。自転車が入らないよう、柵を作る等の対策が必要で
はないか。このアンケートの質が非常に低いと思います。質問数が多すぎる上に内容もわか
りづらい。最初スマホでやりましたが、あまりに答えにくく挫折、ペラペラの紙で両面マークシー
トというのも理解できません。見直し検討お願いします。（男性・４０歳代・会社員・四賀地区）

コロナ対策について、もう少し柔軟な対応をお願いしたい。特に、学校・保育園の休校等につ
いて他県の対応を参考にすべきでは。小中学校の運営について他県と同等の扱いにすべき
（夏休みの長さ、宿題の量、２学期制など）。（男性・４０歳代・会社員・中洲地区）

第一に観光。第二に子育てを期待します。金子市長はとても頑張っていらっしゃる。これからも
応援します。（男性・４０歳代・会社員・上諏訪地区）

柳並線はやっぱ信号がないと危険だと思います。死亡事故が起きてからでは遅い。法令など
あるかもしれませんがどうにかした方がいいと思います。（男性・４０歳代・自営業・豊田地区）

諏訪市に転居して4年程たちました。諏訪湖があり、全国でもあまり無いほど整ったランニング
環境は本当にありがとうございます。普通はここまで整った環境は地方にはあまり無いと思い
ます。もう少し、スポーツ振興に力を入れてもいい感じです。コロナ禍で自粛が当たり前になっ
てしまい、報道でも自ら命を絶ってしまうひとが有名な方でも出て居ます。簡単でも良いから体
を動かす時間、気分転換が図れる場所である事を前に出しても良いと思います。（男性・４０歳
代・会社員・中洲地区）

住民票の紙など無駄な紙の使い方を見直して欲しい。市役所の売店は必要か。（女性・４０歳
代・専業主婦、主夫・中洲地区）

中小企業の創業支援に力を入れてほしい。ネット環境を整備し創業に向け数年間は無料で使
えるオフィスを提供してほしい。創業希望者の不足している能力を補うべく、人材交流を支援し
数年間は全面的にサポートをする必要がある。都会から新たな創業を希望している移住者を
取り込むべき。（男性・４０歳代・その他・上諏訪地区）

ゴミの収集時間が遅い時があり、3時すぎても来ないときがある。ゴミの上にただネットをかけ
てある状態なので、朝からその時間までゴミを置いておくとカラスにつつかれて後の片付けが
大変。風にとばされたゴミを、はるか向こうまで拾いにいくこともしばしば。住宅街なのでなるべ
く迷惑にならないようにとはおもうけれど、とても拾いきれない。別の地区では、金網でつくられ
ているゴミ置き場があるのをみた。そういうものの設置の推奨を市からもお願いしてほしい。広
報が聞こえないときがよくありメールやラインでお知らせがはいってくるのは大変便利でありが
たい。ありがとうございます!!（女性・４０歳代・パート、アルバイト・豊田地区）

市がいつ何をしているかが伝わってこない。PR上手になることで人口増加やにぎわいに繋が
るのではないか？かといって山田時代のように観光や目立つ事だけやるようでは困る。専門
性を持った職員がじっくり腰を据えてプロジェクトを行うのと併せて定期異動の職員がサポート
するような体制が必要と思う。企画力、行動力、遂行力が不足。東バル、駅周辺の再開発が
見えない。空き家の解体推進し大きな家を建てられるよう土地集積を進めたらどうか？固定資
産税、それなりの所得者からの住民税で潤う。（男性・４０歳代・公務員・上諏訪地区）

空き家がたくさんあるが、あまり活用されていない。持ち主が遠くに住んでいたりしてもっと活
用出来たらいいと思う。また、上諏訪小学校区の道路が狭い。少しずつ道路整備が進めばい
いと思います。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

まずは、困った時に相談しやすい、問い合わせしやすい、市役所であってほしいです。ホーム
ページもなかなか探したい情報は見つけられません。会社勤めをしていると会社を休まないと
手続きできないので、平日以外も対応してもらえるようになるとうれしいです（例えば平日の時
間延長や電子申請とか）御柱祭等地区で参加を強制されているように感じる。強制強要される
ようなことのないようにしてほしい。（性別無記入・４０歳代・会社員・中洲地区）



子育て世代をもっと大切にしたほうが良いと思います。国の施策だけでなく、諏訪オリジナル
の手厚いものがあれば素晴らしいです。年配者だけでは活力のある街づくりはできません。観
光は大きな強みなので、ブランド力を向上する取り組みを期待します。（男性・４０歳代・会社
員・上諏訪地区）

上諏訪駅前の送迎用駐車場のスペースをもう少し増やしていただきたいです。（女性・４０歳
代・会社員・上諏訪地区）

子供を持つ親としては、子供たちが安全、安心して教育を受けられる環境を望みます。学校な
どの改革、整備に加え、通学路の道路の環境整備も重要になってくると思います。市民が安
心して生活出来る諏訪市を望んでいます。よろしくお願いいたします。（男性・４０歳代・自営
業・四賀地区）

スポーツ施設を充実してほしい。テニスコート。（女性・４０歳代・会社員・四賀地区）

新しくなったゴミ袋が薄くてすぐに破れる。素材を変えるなりして、もう少し強いものに変えて欲
しい。高くなったのに、とても不満。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

御柱祭をやるのに小学校や保育園はコロナが出れば自粛や学級閉鎖。子供たちが我慢を強
いられているのにも関わらずです。半強制的な参加や寄付金もおかしい。子供のいる家庭は
コロナに神経をすり減らしているのに。（男性・４０歳代・自営業・上諏訪地区）

大雨による 河川や諏訪湖への土砂の流入が激しい為、今後の氾濫が心配です。土砂の行き
場も検討しなければですが、河川並びに諏訪湖の浚渫を希望します。（女性・４０歳代・パー
ト、アルバイト・豊田地区）

中洲地域から駅(上諏訪駅、茅野駅)への公共交通機関の充実を求める。高校への通学が不
便すぎる。地域に温泉があるのに入れない。組合制をなんとかしてほしい。防災無線が聞こえ
ない。音響がちゃんとした音楽ホールが市に欲しい。文化センターは文化財だろうけれど、音
楽的にはボロすぎる。小中学生が市内でいい音に触れさせてあげたい。あれば部活や音楽
鑑賞、合唱大会など活用できると思う。（女性・４０歳代・会社員・中洲地区）

子育て世代や若者が集まる大型商業施設設立や交通インフラを重視してほしい。若者が集ま
る魅力のある市には思えない。人口も茅野に抜かれているしお年寄ばかりの町は衰退すると
思う。（男性・４０歳代・会社員・四賀地区）

道路整備に偏りがある。街づくりに意思を感じない、観光を考えるなら期待されていることに答
える街づくりをすべきなのに出来ていない。街を見て回るだけで財政がまずいのかと思う所が
多く見受けられる観光としても、住む街としても魅力が低下してきている。進めて欲しいこと、
作ってほしい事いきたくなる公園、生活必需品以外で買い物をして心が豊かになる店、自信を
持って紹介できるお土産。またいきたくなる施設（キャンプ場、スポーツ施設、文化施設など）
全てある様に思うが、あるだけで既に価値がない、内容が不十分だったり、古かったりしてい
る。諏訪湖、歴史、温泉、自然など使い方次第で価値のあるものが多くあるのに勿体無い。
（男性・４０歳代・会社員・上諏訪地区）

子どもの通学に関して、危険な場所があり、改善を希望します。小泉寺線白虎線の福島の交
差点など。（女性・４０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

まず、道路がほぼ変わっていない。諏訪は国道に踏切が2箇所ある。時間によってはすぐ踏切
が閉まり、渋滞の原因となっている。茅野市等は立体交差するようになっており、そのようなこ
とはない。昔立体交差にするのを断ったという話もあるが、今は車社会で、早急に対処すべき
問題。国道が片側一車線なのも問題。バイパスの話も全然進まず何十年もたっている。何十
年たっても姿が変わらなすぎる。諏訪湖を観光地とするのならば諏訪湖の周りの道はもっとき
れいにすべき。花火大会や諏訪湖マラソンの前は徹底的にきれいにして砂や土、ゴミがない
ようにして迎えればお客も綺麗と思うはず。インパクトを与えればまた来てもらえると思う。そ
のためにボランティアを募ったり地域に協力してもらっても良いと思う。（男性・４０歳代・会社
員・上諏訪地区）

子供達の使う公共施設が非常に乏しい。図書館や公園、体育館が古すぎる。確かに高齢者
には手厚いと思うが、マレットの整備より新しい体育館や図書館を作ってあげてほしいし、歩
道を増やしてあげてほしい。（男性・４０歳代・会社員・四賀地区）



諏訪市に転入後、人から聞くまで広報すわが配付されることを知らなかった。すわっこランドの
特別入場券のことも知らず、通常料金を支払って利用していた。（女性・５０歳代・会社員・上
諏訪地区）

諏訪インターを立体交差にしてほしい。（男性・５０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

道路破損場所の再舗装を。（男性・５０歳代・会社員・豊田地区）

観光グランドデザインは全くの期待外れ。イラストマップを描いても観光立国にはなれない。軸
足を観光・商業にシフトするべき。（男性・５０歳代・自営業・上諏訪地区）

いつもありがとう。（女性・５０歳代・会社員・中洲地区）

将来を見据えた財政的な対策や、県外への発信など金子市長のソフトなリーダーシップと後
藤副市長の岸田耳（話をよく聴く）でより良い諏訪市に向かっている実感があります。教育や
人材育成にもつながる文化に対する成果が他の項目と比較して少ないように思います。文化
への理解、投資を希望します。（女性・５０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

IT化が進むととり残される人がいることをもっと理解してもらいたい。ふるさと納税の返礼品な
どに魅力を感じない。市役所の雰囲気が暗い。市職員にゆとりがなさそうで声をかけづらい。
（男性・５０歳代・公務員・上諏訪地区）

山に囲まれている諏訪市ですが、目に見えているところは整備されていますが、３、４年前の
台風による倒木などが整備されていないところが気になります。二次、三次被害につながらな
いことを願います。（男性・５０歳代・無職・上諏訪地区）

地域での交流の場などが少なく、また民生児童委員の人数が少なく感じる。高齢者が多くな
り、問題点（１人で生活している方など）が年々気になっている。（女性・５０歳代・パート、アル
バイト・上諏訪地区）

歩道をもっとちゃんと整備して下さい。狭すぎたり無かったりと車の往来の多い道路でもそんな
歩道が全く改善されないのが、諏訪に住み始めてからずっと気になっています。子供や高齢
者を守ることにもつながると思うので、しっかり考えて下さい。（女性・５０歳代・パート、アルバ
イト・豊田地区）

駅までの交通をより充実させてほしいです。子供が高校へ通えなくて不便です（親の送迎必須
の状況）。道路脇の草刈りが非常に大変なので補助してほしいです（補助金支給など）。（男
性・５０歳代・会社員・中洲地区）

移住したい街でしょうか？自問自答して下さい。移住したい街ならば、住みやすい街です。お
すすめできません。（男性・５０歳代・自営業・上諏訪地区）

これからもずっと諏訪市に住み続けたいと思える諏訪市にしていただきたいです。（女性・５０
歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

年々水害が心配されています。河川の改修を積極的にお願いします。（女性・５０歳代・公務
員・四賀地区）

他市（岡谷、茅野）に比べて道路整備が遅れている。（男性・５０歳代・会社員・中洲地区）

すわ泊やGOTOEATなど、利用したくても行く時間（購入含めて）があまりない。子どもへの手
当はありがたいが、高校生、大学生に対しても何か支援があるとありがたいし、本人もうれし
い。様々な取り組みに対して決定が他市町村より遅い印象があります。（女性・５０歳代・会社
員・四賀地区）

市長は経営者の声ばかり聞いている。一般家庭や中・低所得者層の困りごとや声なき声を聴
いてほしい。（男性・５０歳代・会社員・中洲地区）

障がい者です。福祉施設の行政の監視をお願いします。（男性・５０歳代・パート、アルバイト・
上諏訪地区）



いざという時、まず頼れるのは市政です。公的な立場でなければできないことに重点を置いて
動いてほしい。民間でできることは民間へ。（女性・５０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

全般的に５年位世の中より遅れた施策が多く、将来に不安を感じます。若い人が戻って来た
い、他県から移住したいと思える街づくりを本気でスピード感をもって進めていただきたいで
す。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

現在、コロナ禍により、生活や仕事に変化が出ております。その中で市政に対する要望として
は障がい者の市なので障がい者に向けたサービス（温泉施設のフリーパスなど）を向上して
下さい。また、社会保障制度をもっと力を入れて、生活に関するサポートを低所得者に対して
細かくフォローして下さい。まだまだ思いはありますが、これらを実現に向けて取り組んで下さ
い。お願いします。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

老朽化している保育園ですが、せめてフェンスの塗り直しくらいはして頂けないでしょうか。市
の講座など参加してみたいものがあっても昼間の時間が多く働いているので参加することが
できず残念です。昨年、こども課と市民課に用事があり何度か行く機会があったのですが、と
ても親切に対応して頂き嬉しかったです。（女性・５０歳代・会社員・四賀地区）

ほとんどの設問が自分に関係なくてむずかしかった。今度はもっと分かりやすい設問にして下
さい。（女性・５０歳代・その他・上諏訪地区）

問３７の税徴収率１７位には驚きました。公平な対応をお願いしたいと思います。燃えないゴミ
の日の収集当番について、こちらの当番時間外に出された分別されておらず、燃えるゴミも混
ざっているものは、結局個人で有料の袋を準備し、片づけなければいけない。どこの窓口にこ
のような相談をすれなよいか。ただし、分別して燃えないゴミを林金属に持参した際の職員の
方の対応が非常に良く救われた気持ちになりました。燃えるゴミはカラスの被害がひどいので
何とかならないでしょうか。（女性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

サイクリングロードができたことは良いことだと思いますが、何か中途半端な気がします。表示
もはっきりせず、どこからどこまでがサイクリングロードなのかわかりにくいと思います。また、
公園入口、雨が降ると水がたまり、抜けていきません。水たまりになっています。改善してほし
いです。諏訪公社の駐車場を使用している者です。定期的にメンテナンスをしっかりしてほし
いと思います。使用したことのない施設が多いため、満足度についてはよくわかりません。（女
性・５０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

子育て中の母子家庭には保障や助成制度があるのに、子どもが社会人になると何も保障が
ありません。世帯主の収入で保障してほしいと思います。（市県民税等）（女性・５０歳代・パー
ト、アルバイト・豊田地区）

防災無線が聞き取りにくいです。すわっこらんどなどの温泉施設を市民は割安で利用できるよ
うな料金設定にしていただきたいです。かりんちゃんバスは通勤時間帯の本数を増やしていた
だけるとありがたいです。（女性・５０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

市役所のトイレに関して、扉があるトイレは今時見ない。最近は非接触という時代であるので
改装したほうがよいのでは。移住に関して、市の人口も４万人台となっている。小手先でなく抜
本的な政策をしないと更に減少する。もしくは、減少する前提での施策をしていくか。踏切に関
して、以前、あずさ号のアクシデントで中央本線によって分断され、行き来できなくなった。踏
切の解消をしてほしい。（男性・５０歳代・無職・上諏訪地区）

温泉旅館と連携して、スパ&ランの充実化。諏訪をスパ&ランの聖地にして首都圏へのアピー
ルを。駅から近い、温泉、湖周コースを活かす。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

諏訪湖サービスエリアへのスマートIC整備に向け、交通の流れが大きく変化することが予想さ
れます。周辺には、保育園、小学校があり、朝夕の時間帯など安全に通えるよう十分ご配慮
いただきますようよろしくお願いいたします。防災行政無線放送「広報すわ」が聞こえません。
フリーダイヤルで聞くこともありますが、特に高齢者は放送が流れていることに気付きません。
スピーカーの数を増やすなどの対策をお願いいたします。（女性・５０歳代・会社員・豊田地区）

もっと見える化をして参加しやすい環境にしてほしい。たくさんのことをやっていただいている
ようですが、何か諏訪市ならではの大きなことに取り組んでほしい。（女性・５０歳代・会社員・
上諏訪地区）



取り組みが知れて良かった。取りまとめを毎年配ってほしいと思った。改新するためにも外
部、県外の人を市に入れて５年くらい取り組みしてほしい。もっと変わってほしいので。（女性・
５０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

すみません。毎日が多忙な私には、この黒く塗りつぶすっていうのはそうとうな手間です。めん
どうです。レ点チェックとか簡単にできませんか。（女性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

大型車が通過する際の家のゆれが発生した際、大がかりな修繕が出来ない場合の応急処置
をしていただけ、臨機応変な対応の職員の方々がいて心強く感じています。老朽化のためで
しょうか、現在住んでいる地域は水道水が美味しくないので飲料水はペットボトルを購入して
います。美味しいお水が飲めるようになれたら嬉しいです（地域によって差があると聞いていま
す）。コロナ禍が続き、市政の運営は大変かと思いますが、住みよい魅力的な市になりますよ
う期待しています。（女性・５０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

諏訪の歴史文化を大切にする施策をお願いします。市民の文化度をあげてほしい。（女性・５
０歳代・公務員・上諏訪地区）

困窮家庭に細かく状況に応じて対応していってほしいです。（女性・５０歳代・専業主婦、主夫・
四賀地区）

通勤バイパスの草刈りを早めにして頂くと良いと思います。かなり草が伸びてから刈っていま
すが、車が侵入する時、来る車がみにくく、侵入した時車が来て、びっくりした車が停車し追突
事故を起こしていました。バイクの人が倒れて引かれるところでした。ミラーでは見にくいため
早目に草を刈ってもらえるとありがたいです。（女性・５０歳代・会社員・中洲地区）

市職員の人事配置は、その人の得意なことや能力を活かして行ってほしいです。本人のやり
たいことや希望などはどのようになっているのか気になります。やる気や頑張りにつながる大
事な部分だと考えます。また、女性職員の管理職が少ないように感じます。（女性・５０歳代・
自営業・上諏訪地区）

子育て支援と学生若者支援の拡充を期待します。学生が使用する市内循環バスの増便。タク
シー割引、送迎サービス等を希望します。（女性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

上川テニスコートの増設と無料化、スポーツ広場と合わせたスポーツ施設の充実を希望しま
す。クラブハウスも新設して頂き、テニスの大会なども誘致できるようになればよいと思いま
す。諏訪湖スマートIC完成後、車の流れが多くなると思いますので、観光や大きなスポーツの
イベントが開催されると良いと思います。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

諏訪は魅力が沢山詰まっている町だと思いますが、その魅力をもっともっとアピール出来るよ
うに思います。在住者目線で「諏訪はこういう町です。」と紹介するのも良いのですが、そのア
ピールポイントが相手の関心に飛び込まないと、チャンスを逃してしまいます。移住検討者が
諏訪に来たら、あなたの毎日はこう変わります、とか、こういう暮らしや時間が待ってます、と
いう移住者目線のアピールが必要だと思います。私自身は東京からのIターン移住者ですが、
移住してきて良かったと思ってますし、都会から友人達が毎年訪ねて来ますが、いつも行く
先々で買い物をしてくれて、スーツケース一杯にお土産を買って帰ります。食事もレベルが高
いと好評です。景色も、食事も食材も温泉も、自慢できるものが沢山有ります。諏訪の魅力を
伝えきれていない、まだまだPR出来ると思います。私も個人レベルPR頑張ります。藤森慎吾
君もチャンネル登録者数多いし、オンラインサロンも持ってるので、彼にももっと協力、サポー
トを依頼しても良いんじゃないでしょうか。（女性・５０歳代・無職・上諏訪地区）

広報、緊急放送等のIT化が全く進まない。旧態然とした価値観で産業振興が行われており、
効果が上がっているとは言えない。温泉配給について一部の受益者のために財源を使うべき
でない。受益者負担の原則を徹底させるべきだ。人口減が分かっているのにまた無駄なバイ
パス建設を作る必要ない。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

上諏訪駅周辺のカラスの駆除をお願いします。カラス糞で車や道路が汚れ、不衛生です。早
急に対応していただきます様お願いいたします。（女性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）

温泉ですが、使用料金が高いと思います。現在の半額程度になりませんでしょうか？やめら
れる方も、減ると思われますが。（男性・５０歳代・会社員・上諏訪地区）



公共の交通の便が悪過ぎる。車がないと動けない諏訪市。駅まで遠い地区はせめて朝はもっ
とバスの本数を増やしてほしい。公園の遊具の整備がされないため、古い遊具は使用禁止が
多く遊べる遊具が少な過ぎる。雪の除雪が遅い。観光地なのに諏訪湖畔端の道が除雪も遅く
凍って危険。岡谷市や下諏訪町の道路の方が走りやすい。地区のしがらみが多く、役員が当
たり前に順番で回ってくる。自治会に入っていて何が良いのかわからない。退区したい。自治
会に加入しない場合のその世帯の方向性を教えてほしい。古い考えが生きている諏訪市。新
しいものを受け付けない諏訪市。（女性・５０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

諏訪市に必要なサービスが無いため、茅野市、岡谷市、下諏訪市など近隣の地域を利用して
いる。（女性・５０歳代・パート、アルバイト、湖南地区）

諏訪市の人口が増え活性化に繋がる活動を考えてほしい。もっと会社を誘致できないのか。
（男性・５０歳代・会社員・湖南地区）

かりんちゃんバスに、車椅子ユーザでも乗れる様にしてください。（女性・５０歳代・無職・中洲
地区）

市内で様々な課題があると思います。私の考えとして、全てのことに取り組むのでは無く、プラ
イオリティ（優先順位）を定めて取り組んでほしいと思います。（男性・５０歳代・パート、アルバ
イト・中洲地区）

諏訪市のやりたいことが見えてこない。職員も市長もただ一日を過ごせばいいように見える。
このままでは諏訪に伸びる要素はない。古いことを捨てることが必要。諏訪独自のアイディア
が必要。（男性・５０歳代・会社員・豊田地区）

旧国道２０号線に右折レーンを作ってください。（女性・５０歳代・パート・アルバイト・上諏訪地
区）

困った時に相談できる窓口があればいいと思う。（女性・６０歳代・無職・湖南地区）

若者が諏訪に戻り、結婚、子育てをしたいと思えるような諏訪市になってほしい。もっと子育て
支援をしてほしい。安心して子供を産んで育てられる支援を増やしてほしい。医療費補助を１
８歳まで拡大してほしい。（女性・６０歳代・会社員・上諏訪地区）

図書館の駐車スペースがいっぱいの時がある（文化センターでのイベントの時など特に）。道
路側の門を開放して門の外のスペースにも停められるようにしてほしい。（男性・６０歳代・無
職・豊田地区）

諏訪市の活性化のために、移住（特に若い世代）の推進、SUWAブランドの向上を図り、全国
へ発信していただきたい。ついては、子育て・住宅・就労・交通の環境整備を、また、諏訪らし
さ（温泉、観光など）を強化し、アピールを進めて、他県、他地区との差別化を図って下さい。
（男性・６０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

脱炭素時代に向かうので、温泉の重要性に目を向けてほしい。ところが、温泉料が高すぎで
やめる人も多いのでは？ぜひ検討してほしい。諏訪市は観光地なのに諏訪湖のヒシが汚すぎ
る。もう少しなんとかしてほしいです。（女性・６０歳代・無職・上諏訪地区）

なんとなく暮らしている。わりと外に出たくない。事業に対してどうこう思うこともなく、いかに無
で暮らしているなぁと思いました。（女性・６０歳代・農林水産業・上諏訪地区）

市政ビジョンが茅野市に比べまったく物足りないと感じる、現市長になってさらに市は空洞化
し、活気がなくなったように感じる。企業誘致をもっと進め、働く場を増やさないと若い人は定
着しないし、空き家や遊休土地が増え、活気が失われる。（男性・６０歳代・その他・四賀地区）

市民税を安くして下さい。築３０年以上なのに税金が下がらない。なんとかして。（男性・６０歳
代・無職・四賀地区）

早期のバイパス問題解決を。（男性・６０歳代・会社員・上諏訪地区）



高島城公園他の遊具が次々撤去され。子ども達の遊び場がない。諏訪市図書館は何十年も
何も変化がなく、面白みがない。人員が配置換えで時々変わるだけ。道路の整備があまりに
も遅すぎた。東バル跡地の利用は本当に進むのか。（男性・６０歳代・自営業・上諏訪地区）

特記するほどのすぐれた施策がなく平凡。財源不足で交通インフラ等全く進展がない。財源確
保の手段、方策、考え方を熟考した方がこれより重要。諏訪市のスタンスをはっきりさせる（も
はや精密工業の時代ではない）、観光都市とすべきでは？（男性・６０歳代・自営業・湖南地
区）

私の居住区は自然災害（水害災害）の発生しやすい所です。ハザードマップで把握できている
のだから、対応を早めにしてほしいです。近年は毎年の事になりつつあります。（見回りや、車
輌の一部通行止や土のうの手配を早くして下さい）。（女性・６０歳代・無職・上諏訪地区）

諏訪市は、魅力ある街ではない。特に商業施設が少なく、観光も諏訪湖や温泉のみにたよっ
ているように見受けられる。もう、それだけにたよるのでなく、若い人の考え方を取り入れて、
人を呼び込めるような、ステキな街にしてほしい。駅前開発はガッカリした。ステーションパーク
も今後の課題に入れてほしい。大きなショッピングモールを作ってほしい。特にICのすぐ横だ
から客を呼び込めるんじゃないかな？古き良きものを残し、新しい諏訪を作ってくれるような
リーダーシップのある人が市長になってほしい。（女性・６０歳代・無職・四賀地区）

さざなみロードの一般車（釣り目的）の乗り入れが多い。（男性・６０歳代・無職・豊田地区）

今のままで良いので市長さんがんばってください。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・四賀地
区）
市長は県の顔色を伺い、コロナ禍でもこれといった独自の政策や対応をしていない。コロナで
困った人や生活苦の方が多数いるのに、花火を開催する予算があるなら補助してほしい。市
民の声に耳を傾けてほしい。公共放送無線は１回きりでなく、最低２回は放送してほしい。ほ
かの市町村は最低２回は行っている。災害時は大変困るのでは。（男性・６０歳代・会社員・四
賀地区）

調査内容や項目が身近に感じられず、どう回答していいのかわからなかった。市政に関して
全般に周知、理解できていないと思う。どこか遠いところで知らないことが行われているように
も感じた。（女性・６０歳代・パート、アルバイト・豊田地区）

諏訪人の気質なのか、何事にも真面目で一生懸命に取り組むことはとても良いと思います
が、住民と市政がもっとオープンに、遊び心というか、新しい企画、これは面白いから参加して
みようとかそういう人の心を動かすようなものがほしいです。（女性・６０歳代・パート、アルバイ
ト・豊田地区）

観光ばかりでなく、他のことにも力を入れてほしい。（女性・６０歳代・自営業・中洲地区）

財源を確保して、市民税を安くしてください。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

あゆみステーションの設置運営は諏訪市の子育て支援の一歩として評価はできる。子育て世
代と話をするとやはり求められているのは経済的支援だと痛感することが多いです。県内の
他の市町村では、出産祝い金や小中学校の入学祝い金、給食費の補助など独自の補助をし
ているところがあります。相談窓口の拡充や待機児童がないことだけではほかの市町村に比
べ子育て支援に力を入れているとは言えない。市の財政上のこともあるかと思いますがもう少
し子育て世帯に喜ばれる支援をしてほしいです。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

障がい者の防災対策の充実について市で具体的に何をされているのでしょうか。我が家にも
障がいをもつ者がおります。実際に避難を迫られるようなとき、障がいの家族がいれば避難は
できません。福祉避難所のことを知らない家庭もあると思います。東日本大震災のとき、障が
い者が避難所を転々としたという話も聞いています。市で決まっていることや障がい者のいる
場合の避難など啓発してほしいです。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

医療費の助成については１８歳まで対象を拡大している市が増えていると聞きます。保護者
の間にも１８歳まで拡大してもらいたいという声があります。他の自由意見にも書きましたが、
子育て支援として諏訪市も取り組んでいただきたいです。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中
洲地区）



小中一貫教育の推進について、次は南部地区を進めるという話を聞いて以来動きがないよう
ですが、どうなっていますか。城北小の跡をどうするかも引き続き進めてほしい。（女性・６０歳
代・専業主婦、主夫・中洲地区）

不登校支援について、項目にありませんがあえて書かせてもらいます。校内の中間教室が諏
訪市の中学校にあるようですが、学校により専任の先生がいたり、手のすいた先生が交代し
て子どもたちの支援にあたったり違うようです。きちんと専任の先生をあててほしいです。諏訪
市の公民館にあるフレンドリー教室、一度見たことがありますが、とても狭くて絶句しました。
子どもの学びの場としてこれでよいのでしょうか。子どもを大切にしてほしいです。（女性・６０
歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

エキまちカイギの意義がないとは思いませんが、あの手の会議にはまちづくりに興味のある
人が多く来ます。なのでエキ周辺に住む住民の気持ちや感情はあまり入ってこない単なる理
想像に終わる可能性があります。ほんとに再生推進事業をしたいなら住民と市側が定期的に
意見交換会をすることが必要なのではないでしょうか。市長さんは上諏訪地区を高齢化が顕
在しているとおっしゃっているようですが、顕在化どころか、住んでいる高齢者も亡くなったり施
設に行ったりで住民がいなくなってきています。高齢化はもう通り越した状態なのでは。（女
性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

すわ泊お宿割が今年度の予算で一億もついていてびっくりしました。お金かけすぎでは。コロ
ナ禍で大変なのは観光の事業者だけではないのでは。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中
洲地区）

諏訪湖イベントひろばについては、諏訪市の公共施設の統廃合が決まってから利活用を考え
るべき。順序が違うのでは。公共施設の統廃合の中でここの土地を使ったらどうか。それは日
赤の将来的な建て替えも含めてです。公共施設の適正配置を早く進めてもらいたいです。（女
性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

組織・人材についての項目を市民に評価させるのは難しいのでは。市民には市役所の内部の
ことはわからない。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

ふるさと納税の寄附は何に使われているのでしょうか。東バル跡地の借金？の返済に使われ
ていると聞きましたが、ぜひ子育て支援に振り向けてもらいたい。（女性・６０歳代・専業主婦、
主夫・中洲地区）

情報発信について、諏訪市はだいぶ遅れている。コロナ禍で家にいることが多くなり、他市町
村の情報発信を見て諏訪市と比べると愕然とする。一番諏訪市に足りないのは市民の目線で
何が市民の利便性につながるのか、行政に関心を持ってもらえるのかがわかっていないこと
なのでは。例えば、群馬県の山本一太知事はスタジオを作り県政番組を作って情報発信して
いるそうです。ここまでするのはさすがに無理ですが、山本知事の熱量を感じます。市町村の
HPも市民にわかりやすく親切だなぁと思うHPとそうでないHPがあります。残念ながら、諏訪市
のHPは前者ではないようです。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

市政懇談会については山田前市長の頃から、市でも少しでも市民が参加してくれるようご苦
労されていることは存じております。ただ、市政そのものに関心が低い現状では参加者は増え
ないでしょう。そして、今の市長さんの懇談会での発言ぶりを見ていると、懇談会に参加する
気が年々なくなります。言葉は丁寧ながら、上から目線を感じてしまいます。市民ともっと気楽
に気取らずに懇談会をしてほしいです。こんな懇談会なら行ってもいいですという提案を市民
に求めてみたらどうでしょうか。市議会との「語っチャオ」にも参加しましたが、テーマ別だった
ので気楽に参加できました。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・中洲地区）

市長さんコロナ禍で難しいとは思いますが、普段から市民の活動の場や教育福祉、まちづくり
の現場に自ら来てくださいね。何かのイベントや式典のときにしか市長さんを見ないよねという
話も聞きました。コロナの感染拡大のときに市長さんが広報すわを通じて注意喚起しますが、
市長さんの声を久しぶりに生で聞いたなんていう話も聞くと、市と市民の距離を感じます。こん
な状況でよいのでしょうか。市政への関心の薄さを日々感じて心配しています。（女性・６０歳
代・専業主婦、主夫・中洲地区）

すわっこランド利用について、諏訪市民に対する割引が他市に比べ少なすぎる。（男性・６０歳
代・会社員・湖南地区）



移住者ですが、他県より市政について、「広報すわ」等の内容で毎月報告他、記載内容により
説明されておりわかりやすいと感じています。（女性・６０歳代・専業主婦・湖南地区）

諏訪湖周サイクリングロードは、それほど需要がないと思います。それよりも、ジョギングロー
ドのはがれや穴が目立ち、日頃散歩に利用しているが、あぶなく感じます。修繕してほしい。
市役所もかなり古いと思います。外壁など、見るとかなりひどいように思います。早急の修理
を願います。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

諏訪市、そして市の職員のみなさんにはやって当然なことに留まらず、きびしい財政だとは思
いますが、一歩進んだ市の運営に期待します。（男性・６０歳代・パート、アルバイト・中洲地
区）

道路整備が大変遅れている。特に国道バイパスはまったく必要なし。（男性・６０歳代・無職・
中洲地区）

山積している課題はたくさんあるかと思います。常に市民目線に立った行政をお願いします。
（男性・６０歳代・無職・豊田地区）

役所の方にとってはバカみたいなことも行政にうとい者にとってはわからないこともあるので、
鼻笑いであしらわないで下さい。前にとてもいやな思いをしたので、市役所へは行きたくありま
せん。特に女性の方はそういう人が多いように感じます。絶対あり得ないと言われた間違った
情報でひどい目にあいました。ちゃんと調べてから教えて下さい。（女性・６０歳代・パート、ア
ルバイト・中洲地区）

もっと積極的・自主的（独創的）に動き出していただきたいと思います。守りの姿勢が多い感じ
です。公道（市道）認定の「水路を除く」について暗渠の場合はどうなるのでしょう。この但し書
きがあるのは、６市町村で諏訪市だけだと思います。（男性・６０歳代・その他・中洲地区）

他市町村に比べ、決断の早さに遅れをとっている。他をリードしていく意気込みが必要ではな
いか。（男性・６０歳代・パート、アルバイト・四賀地区）

おしなべてやっていますという感じで、これだけは他市町村に負けないという施策を出してほし
い。保育園の運営時間を広げてほしい。一般的企業の始業、終業時間の前４５分、後４５分の
延長を希望する。子育て女性を雇用するのであれば、中途半端な時間設定ではパートくらい
しか働けない。（女性・６０歳代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

アンケートに関しては、当事者でなければ満足度の評価はできないし、重要でない項目はな
いので、あまり意味がない。市がやっていることのPRという感じがする。実利用者の声を反映
させる方策をとればよい。市に住んでいて今現在特に不満はないが、水害に対する不安は常
にあり、その対策は優先していただきたい。将来的に老後を安心して暮らせるまちづくりを希
望する。（女性・６０歳代・無職・豊田地区）

未来創造ゆめスクールプランの推進が見えない（財政的な裏付け、見通しがない。施設分離
型の小中一貫校は成立するのか。やはり一体型でなければ一貫校は活きないのでは。３校の
一体型一貫校を建築するだけの財力があるとは思えない。（男性・６０歳代・公務員・上諏訪地
区）

諏訪市が観光で成り立っているのも理解できますが、もう少し福祉に力を入れてもらえるとあ
りがたいです。諏訪湖周辺の道路をよくするだけではなく、市民が使用する道路管理もお願い
したいです（凸凹しすぎ）。（女性・６０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

こちらの調査書で「市が取り組んでいる施策」についてよく理解できました。調査結果も楽しみ
にしています。どの項目も重要な施策だと思います。引き続き、よろしくお願いします。（女性・
６０歳代・会社員・湖南地区）

自分が直接かかわっていないことは別として（わからないこともあります）、本当に多方面にわ
たりお世話になっております。ありがとうございます。災害時、水害のときなど、逃げ場が見つ
からない場合は今から具体的にどうしたらよいのか提案していただけるものがありましたら、
お願いいたします。（女性・６０歳代・会社員・中洲地区）



現在６５歳ですが、車の免許を返納した後のアクセスに不安があります。かりんちゃんバスの
利用といっても、バス停まで行けるかも心配です。福祉のタクシーなどの充実を願いたいで
す。週に３回くらい利用できる金額だとありがたいです。あと、今回の満足度調査票が送付さ
れてくるのが遅くて回答が忙しかったです。もう少し余裕があるとよかったです。（女性・６０歳
代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

全ての問いに関わりあるわけではないので、関心があり満足度が低い項目について書きます。
（高齢者福祉について）
父母が90歳を超え、高齢者住宅や特養にお世話になってる。入居に至るまでの手続きを私一人でやら
なくてはならず、苦労した。ケアマネージャーや施設職員の助けもあり、現在父母は落ち着いた生活を
送ってる。市は要介護になっても自宅で生活できるような支援を行っているが、施設に入居する時の支
援が不十分で、家族任せ。改善をお願いしたい。
（地域医療について）
父母も私も諏訪日赤や中央病院に入院したり、診察を受けているが、医師の患者に対する対応に明ら
かな違いがある。日赤の医師は説明が不十分で態度が横柄。その点、中央病院の医師は態度も説明も
親切。市から日赤に改善するように助言してほしい。
（環境保全について）
諏訪湖のヒシ取りは、今の方法では諏訪湖環境の改善に繋がらないのでは。諏訪湖の生態系はアオコ
が大発生していた頃の方が多様性に富んでいた。人工なぎさが生態系のバランスを崩していると考え
る。県外の専門家の見解を伺い県との協議が必要と考える。
（交通体系について）
市長は国道20号バイパスの整備に熱心ですが、是非とも必要という市民は少ないように思う。メリットも
あるかもしれないが、時代も変わり、温暖化による大雨等で災害を誘発したり、地下水や環境への影
響、人口減による交通量の変化を考慮した費用対効果を考慮すれば、デメリットも大きいと感じる。再度
市民の声を聞き、再検討する必要があるのでは。
（農業・漁業について）
ワカサギなどの保護は理解できるが、諏訪湖は水産資源の生けすではない。諏訪湖の自然な生態系を
無視した政策は、ワカサギの安定した生息にとって逆効果。
（広域連携について）
現在の広域連携は十分ではない。それぞれの市町村の利害やプライドが見え隠れしている。第一は住
民の利便性や地域の発展だと思う。そう考えると、６市町村の合併がベスト。
（総合的に）
岩本市長以降、笠原市長、山田市長、現在の金子市長と務めてきているが、岩本氏ほどの情熱と誠意
を持って市政を担ってきただろうか。当時の建築主事は柔軟なアドバイスをいただいたことを覚えている
が、近年の建築主事は頑なに法や規則を遵守するばかりで、住民やその代理業務を行う業者に向き
合っていることを怠っているようにしか見えない。前山田市長、現金子市長は自身の支援者に向けた政
策を進めてきたようにしか見えない。両市長の任期中、諏訪市がよりよい未来へ進んだとも感じられな
い。思い切って市政の転換を見直す時ではないか。他市町村が注目し、参考としたいと思うような諏訪
市、多くの人が移住したいと考えるような諏訪市にしてほしい。（男性・６０歳代・無職・中洲地区）

市長さん金子ゆかり様の御尽力に本当に感謝しています。どうぞお体に気を付けられて。金
子市長様の後任者を育てて下さい。時には、御自身の時間もつくって下さい。毎日御苦労様
です。ありがとうございます。一市民ですが、心から応援しています。（女性・６０歳代・無職・上
諏訪地区）

駅前「すわっチャオ」の休館日を減らして盆にも営業してほしい。（男性・６０歳代・会社員・上諏
訪地区）

茅野市と比べて、教育関係への人材確保。環境整備の遅れを感じます。無駄のない予算を立
て、進めてほしいと願います。アンケートがふたつに分かれ、項目が複雑でわかりにくいのか
もしれません。（女性・６０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

自分の生活に密接に関係していないと答えられないと思いました。市政の取り組み自体よく知
らないということがわかりました。（女性・６０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

市民のために働く市職員であってほしい。市役所のために働いているような印象を与えたら信
頼は生まれないと思います。市民の疑問に誠実に対応し、きちんとして説明責任を果たすとこ
ろから信頼が生まれ、市の施策への協力意識が生まれると思います。信頼なくして満足度UP
はあり得ません。そこが一番の基本だと思いますが。（男性・６０歳代・自営業・中洲地区）

防災無線が聞こえにくく、LCVにも入っていなくて、携帯電話やパソコンを持っていないので以
前もあったかと思う防災ラジオのようなものがあればとっても助かります。茅野市には防災無
線（ラジオ）？が母のところに入っていてすごくわかりやすくなっていますし、とっても安心でし
た。（女性・６０歳代・会社員・中洲地区）



公園を増やしてほしいです。（女性・６０歳代・パート、アルバイト・中洲地区）

サイクリングロード整備により木が切られ、歩行者がランナーと一緒で、朝などウォーキングで
自転車が走っており、サイクリングロードを見ると首をかしげます（主に下諏訪）。日頃、自転
車は勝手に歩道を走っていてルールが守られている。観光>市民ということだと思います。（女
性・６０歳代・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

仮題が山積みでどこを優先とは言い難いですが、未来ある子ども達への支援、医療。介護は
諏訪市として成り立つ重要なことだと思います。それにひも付け、雇用、地域ブランドの発掘な
ど是非お願いいたします。市民も受け身でなく、自ら市政への協力が不可欠と思っておりま
す。自分のため、家族のために。（女性・６０歳代・会社員・中洲地区）

なんかパットしない感がある。（男性・６０歳代・無職・上諏訪地区）

生活困難のため、税金支払い大変です。値上げしないようお願いします。（女性・６０歳代・自
営業・豊田地区）

市長に火の見櫓の移転をお願いしたところ、市役所の担当者から検討する旨、回答を受けた
が、数年経っても何ら結論の連絡がないまま放置される怠慢を被っている。もはや十分過ぎる
検討の猶予があったと強く推定できるので、直ちに移転する事を強く要望する。（男性・６０歳
代・パート、アルバイト・上諏訪地区）

成人式は5月でなく1月に開催してほしい。5月開催とした意味が分からない。（男性・６０歳代・
会社員・湖南地区）

休日に住民票などを発行する施設が欲しい。乗合バスのルートが分かり難い。歩行者や自転
車にとっては危険な道路ばかりで、今後免許返納が躊躇われる。（女性・６０歳代・パート、ア
ルバイト・中洲地区）

マイナンバーカードの作成推進が国から出ています。保険証の代わりに使用できるようです
が、個人の医院で機材やシステムを用意していただかないと、運用ができません。医師会等
に積極的に運用を進めていただくように市からも指導をお願いします。（女性・６０歳代・無職・
中洲地区）

道路の老朽化が目立ちます。一斉に改善は、無理と思います。市の道路改善計画を提示して
欲しい。改善予定に挙げられているとなると希望にも繋がる。（女性・６０歳代・パート、アルバ
イト・上諏訪地区）

少子化対策は急務だと思われます。高齢化は自然にまかせる他ないので、健康に留意できる
施策が望まれる。（男性・６０歳代・会社員・上諏訪地区）

老人福祉センターが無くなり、身近に会合ができる場所がほしい。老人は広範囲に行動できな
い。（女性・７０歳以上・無職・豊田地区）

ＪＲの２ヶ所の踏切を早急に解決してほしい。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

他市町村の良い所が目についてうらやましく思う。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・中洲地
区）

諏訪地域は他地域と比較して人間のモラル・質が悪い。もっと人間のモラル・人間性の本質的
な部分にメスを入れてほしい。地区が一般社会と大きくズレている。民主主義・自由平等の基
本を考え直してほしい。（男性・７０歳以上・農林水産業・中洲地区）

市政運営の様子がわかった。ありがとう。（女性・７０歳以上・農林水産業・豊田地区）

地区の民生委員が居るかいないかわからない。何をしているのかわからない。老人に嫌がら
れる民生委員なら辞めてもらいたい。もっと住み良い市にしていってほしい。これからは、お年
寄りがもっと多くなるので福祉にもっと力を入れてほしい。諏訪市は周辺の市町村と比べると
福祉が遅れている。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）



他市町村の傾向に合わせる無難な市政と思う。特色を１本で良いので自信のある特色を期待
したい。（男性・７０歳以上・パート、アルバイト・中洲地区）

企業への支援よりも、パート・アルバイトなどへの支援を。諏訪市の最も欠けている所は、これ
ら社会的弱者への支援が極めて薄いこと。主権者の多数はこれらの人なのだから。（男性・７
０歳以上・無職・上諏訪地区）

全体的にわからないことや知らないことが多く、答えにくい。（男性・７０歳以上・自営業・上諏
訪地区）

燃えるゴミの袋について、以前のような平型のものも設定してほしい。コロナ感染症対策の
中、大変だと思うが、私たちの声に耳を傾けてくださりありがとう。（女性・７０歳以上・専業主
婦、主夫・上諏訪地区）

大事業・小事業に関わらず、市政決定以前に関係者への周知、意見収集により賛否が決まる
ので重要と考える。（男性・７０歳以上・その他・中洲地区）

公共バスや施設などお年寄りにやさしくしてほしい。（男性・７０歳以上・無職・湖南地区）

上川下流のヨシ等が無くなり、川の流れを楽しむ景色にワクワクしている。以前のような川の
流れがわからないような上川にならないよう、このままの景色が続くことを望んでいる。（女性・
７０歳以上・専業主婦、主夫・豊田地区）

新川バイパスの促進を。（男性・７０歳以上・無職・豊田地区）

入札不正の噂を聞く。市議会議員の活動費を含め税金の使い道をクリアにしてほしい。ホー
ムページの公開度を上げ、諏訪市のクリア度を県トップに。（男性・７０歳以上・会社員・上諏訪
地区）

将来どんなまちにしたいのか不明確。選択と集中でスピードアップさせ、他市から目標とされ
る行政を望む。（男性・７０歳以上・無職・湖南地区）

近年ペット飼育が増えているが、動物が環境に与える影響が多々ある。ペット税を考えて環境
整備をしてほしい。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

民宿あひる前に50ｍ位サイクリングロードが無く、危険。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地
区）

横断歩道が無く、車の通行が激しいため検討してほしい（四賀→神宮寺線）。（女性・７０歳以
上・無職・四賀地区）

私の勘違いでなければ、資源物の回収車は分別した資源物を一緒にして持って行くようだ
が、だとすれば、現状のように細かく分別することは不要ではないか。（男性・７０歳以上・無
職・四賀地区）

国道20号諏訪バイパスは必要ないのでは。すわっチャオ駐車料金無料に。（女性・７０歳以
上・無職・豊田地区）

意味不明なカタカナ語がたくさんあります。誰にもわかる国語を使用して下さい。老人には理
解できない言葉があり、選ぶのに苦労しました。（男性・７０歳以上・自営業・上諏訪地区）

集中豪雨時の防災及び諏訪湖の美化（特にヒシ対策）に最も関心有り。（男性・７０歳以上・無
職・豊田地区）

ご苦労様です。厳しい評価をさせて頂きました。どの項目を取っても重要な内容で、その内容
に関係する人は重要度が上がり、あまり関係ない項目では評価も下がります。今後期待した
いこととして年度毎、特に力を入れて整備、対策を打つ項目をもう少し明確にし、目標を明確
にすると同時に達成するようにすれば、評価も変わるのではないかと思います。今後の活動
に期待します。ありがとうございます。一市民拝。（男性・７０歳以上・無職・豊田地区）

すばらしい「健康教室」が開催されているにもかかわらず、参加者が残念ながら少ない。市会
議員さんは参加され、この事業を積極的にPRしてほしい。健康老人をひとりでも多くつくるた
めに。（男性・７０歳以上・無職・中洲地区）



歩行中の高齢者が腰かけて一息入れられるようなイス、ベンチが欲しい。特に、国道、清水～
駅までと片羽線（旧道？）角間から湯の脇、大和あたりまでの間に。かりんちゃんバスの停留
所の見直しを。利用者の声を聞いて欲しい。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

難聴で聞こえぬ広報対策で購入したラジオが中止になり、広報すわはほとんど聞き取れな
い。不満だ。いつまで待っても通らぬ下水道、あきらめて他市へ引っ越す家多く、空き家だらけ
に。空き家対策口だけか。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

コロナ対策が遅れている。（男性・７０歳以上・無職・中洲地区）

すわっチャオもっと利用できるよう安くして欲しい。健康の為に活動、交流の場として皆が集ま
れるようにして欲しい。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

私は徳島出身で東京、海外等での生活も経験してきましたが、諏訪に住んで良かったと思っ
ています。これからもよりよい市政に期待します。（男性・７０歳以上・パート、アルバイト・中洲
地区）

上下水道料等高いと思う。旧道道幅がせまく、子ども達の通学にも心配。（男性・７０歳以上・
無職・上諏訪地区）

努力の形が見えない。（男性・７０歳以上・会社員・上諏訪地区）

各課には１人に１台パソコンも導入されているでしょうに、机の上はファイルが高く積み上げら
れて、窓口に行っても、そのファイルの中からちょこんと頭を上げてもそもそ出てきますが…。
パソコンがあれば、ファイルはなくなると思います。市の職員は女性が多くなったのに、親切で
ない。男性の方がやさしい。他の市町村のマネをするのでなく、諏訪市だけのものを１つで良
いと思う。そうしたら３９の施策が満足となる。（女性・７０歳以上・自営業・上諏訪地区）

アンケートに関して、世論は「ジェンダーレス」を唱えているが、本アンケートでは男女を問うて
いる。結果に男女差を見つけ出さなければならないのか。（男性・７０歳以上・無職・中洲地区）

普段気がついていないこと等、市政でとり上げ、やっていただけることがありがたいです。（女
性・７０歳以上・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

マイナンバーカードがないと生きられない世の中になるのではと心配しています。ネットには
PCで接続できますが、スマホは持っていませんし、これからも買えるゆとりはなさそうです。コ
ンビニで証明書が申請できても何の得もありません。外国に住む子どもの戸籍謄本を市民課
に取りに行きましたが、本籍のある岡谷市に行けと断られました。以前はFAXか何かのやり取
りで諏訪でももらえたのにコロナで混雑していたのか、職員が面倒がって取り合ってもらえま
せんでした。岡谷市の窓口は電話の応対でも全然違います。何と諏訪市の窓口はつっけんど
んなんでしょうか。コロナだから余計に他市へ行く気になれません。市民目線に立ってこちらの
要望を聞こうとする心がまったくありません。岡谷市役所のようなあんな無駄に大きい建物は
不要ですが、職員にはあたたかい心があります。諏訪市役所庁舎はまったくこんなもので十
分ですが、それに合った心がありません。もう一度言いますが、食うものに困っているわけで
はありませんが、スマホなんぞにかける金は、この年寄りにはありません。（男性・７０歳以上・
自営業・中洲地区）

「御神渡りの日」を制定して活気のある諏訪市に。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

他市町村に比べ、市民への安全・安心に対する動向の報告が少ない。きめ細かな調査や質
の向上を望みます。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

このアンケート、老人には無理です。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

諏訪市防災ラジオを平成２１年１０月に購入させたが使用不可となる。高額で買わせて使用時
期が短い。これに替わるものが必要。市の広報放送が聞きづらい地域がある。一度の放送で
は聞けないので繰返し２、３度流す必要がある。芸能・音楽等開催する場所が諏訪市には無
い。他の建物を参考にする。上諏訪温泉と宣伝しても魅力が無い。外湯も無い。他の温泉地
を見習う。鉄道の複線化をして踏切を無くす。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

飯島橋の新設を至急に。（男性・７０歳以上・無職・四賀地区）



市役所の職員の対応をもう少し良くして頂きたい。特に若い方が障がい者に対し良くない。（男
性・７０歳以上・パート、アルバイト・上諏訪地区）

福祉の方々の対応にはとても親切でありまして感謝申し上げます。転居して間もない私達で
すが、近所の方々の親切にありがとうございます。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

市役所の横壁が非常にみすぼらしかったです。諏訪のイメージに合いません。市民、皆が仲
良く力を合わせて楽しく暮らしたいですね。（女性・７０歳以上・パート、アルバイト・上諏訪地
区）

西山公園の池に鯉を入れて下さい。（池が非常に汚い）。（男性・７０歳以上・無職・湖南地区）

無作為とはいえ、後期高齢者にとって、横文字の多い質問には、読み取りだけでも大変でし
た。乱視が強く塗りつぶすだけでも大変な作業でした。パソコンを使っていない人には大変な
負担です。満足度欄も全て自己中心の考え方で、答えさせていただきました。かりんちゃんバ
スのバス停所、北有賀方面の人へ、もう少し配慮して欲しいと思います。家庭ごみの分け方、
出し方、以前のようなポスター式の方が有難いです。（女性・７０歳以上・無職・豊田地区）

いろんな計画は素晴らしいと思います。たとえば、移住交流など。諏訪人の気質として、他者
（よその人）を受入れないなどがあって、難しい問題もあろうかと思いますが、方針としては素
晴らしい。どう破壊するかだと思います。多くの人の意見を聞くとか方法はあろうかと思いま
す。また、PR不足もあるのではないでしょうか。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

バイパスは本当に必要ですか？諏訪湖の上に橋をかけた方が災害を考えた時に安全ではな
いですか？花火も良く見れて良いと思います。水害は大きな課題ですね。諏訪市のおみやげ
をもっと増やし、何か、日々収入になる事を考え税金を減らす工夫も考えてください。（女性・７
０歳以上・会社員・上諏訪地区）

このようなアンケート調査非常に良い事だと思います。諏訪が良くなりますようにお願いしま
す。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

食料品以外の買物は岡谷へ出向きます。駅近くに住んでいると近くに店がないため困ってい
ます。本屋、衣料品店、他生活用品店を何とか・・・。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

大和・高木地区は柿が多い所で、とても甘くて美味しい干柿ができます。フランスのある所で、
湖に近いぶどう畑でのワインが、３つの太陽と言われブランド化しています。太陽と、湖に写る
太陽と、柿の３つの太陽、この地区も同じ条件にあります。また、蔵の立ち並ぶ坂道に夕陽が
差し込み、白壁に映える実った柿は、とても素晴らしい景色です。ところが最近では、柿の木
の管理ができず減ってしまっているのです。今ならなんとか間に合うかもしれません。現状を
維持すべき対策を心よりお願い致します。（女性・７０歳以上・パート、アルバイト・上諏訪地
区）

①スマートICやサイクリングロードに多額の予算を使っているが、多くの市民には殆ど必要な
い事業。目の前の市道（生活道路）はボコボコである。②観光分野に金を使いすぎ。（コロナ対
策でも多くの業種で困っているのに）観光ばかりに偏りすぎ。③諏訪湖のゴミを定期的に回収
しないので、湖畔公園でさえゴミだらけ（特に波打ち、なぎさ部分）。陸地はボランティアやイベ
ントで時々やっているが、水中、水際は放置（長野県とも協働してやるべき）。④東バル跡の利
用は急がず十分検討すべし。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

今ある物を活用して楽しみのある高齢者を増やして欲しい。（男性・７０歳以上・自営業・中洲
地区）

①当地区では、民生委員がいても名前だけで本当に困っている人がいるにもかかわらず一回
も訪ねて来ない時があり評判が良くない。市として人選に少しでも介入出来ないか。②NHKブ
ラタモリで諏訪の地層（糸静線、中央構造線等）をTVでやり、多くの人が関心を持った。パネ
ル等設置し観光に活用出来ないか？（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

観光地としての来訪者対応が全然できていない。例えば、喫茶店、食堂、おみやげ屋等の設
備不足、駅も観光地らしいきれいな駅にしてほしい。花火も良いが毎日毎日の花火は不要。
昨年の下諏訪の花火の方が効果的であった。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）



老福センターの廃止により長く続けたサークルをやめた人が多く出た。公民館利用だとバスが
つながらず不便。生涯学習をうたいながら本当に考えているのか疑問。（女性・７０歳以上・専
業主婦、主夫・上諏訪地区）

多方面にわたり取り組んでいることが良くわかりました。（女性・７０歳以上・その他・中洲地
区）

満足度は施策の内容、実績がわからないため、「わからない」とした。いいかげんに評価する
よりいいかな。この調査内容で市政へ反映できるとは考えられない。「ただ調査しました」とい
う結果に終わっているような気がしてなりません。かなりコストもかかっていると思います。（男
性・７０歳以上・無職・豊田地区）

諏訪湖を美しくしたい。（女性・７０歳以上・無職・四賀地区）

保育園未満児のオムツ持ち帰りを見直してほしい。長野県は全体的に持ち帰りが多いようだ
（NHK番組）。いずれにしても燃えるゴミとして市のゴミになるのだから保育園から直に処理さ
れてもいいと思う。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

高齢者のフレイルに近い段階での体力維持ではなく、自力生活がいくつになってもできる指導
対策。医療に頼るのでなく、自己治癒力を引き出す体力づくりの推進をと思う。心体づくり、最
後まで脳を使う生活を。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

高島城について、観光シーズンで他県からもかなり多くの人が入城しているが、清掃が行き届
いていない。時計台のまわりなどの雑草、遊具のブランコは取り外されて長く経っているが、孫
たちが残念がっている。大切な観光スポットとしては、市として力を入れて取り組んでほしい。
（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

小学校のグラウンドにペンペン草が生えます。グラウンドの土や砂が少ないためと考えます
が、専門家に聞いて砂の量を増やして下さい。（男性・７０歳以上・無職・豊田地区）

お世話になっております。自分に直接かかわりの少ないものは判断に迷いました。温泉、諏訪
湖、霧ケ峰大好きです。東バル跡地の活用が待たれます。防災拠点、公園、道の駅のような
両業施設などあればうれしいです。（女性・７０歳以上・無職・中洲地区）

車が通るだけで家が揺れて困っています。道路の整備をお願いいたします。燃やすごみ袋の
価格がわかりづらいです。（女性・７０歳以上・無職・中洲地区）

諏訪湖の美化運動（定期的なサイクリング・ジョギングロードのアフター、湖周辺の除草・流木
の撤去、ペットの汚物含むゴミ捨て禁止の運動、湖周辺へのベンチの設置）（男性・７０歳以
上・パート、アルバイト・上諏訪地区）

難しい時代への行政に苦慮されながら、粉骨砕身献身されている皆さんに敬意を表します。さ
れど現実は厳しい。諏訪の未来のために何が足りないのか。希望と期待を更なる前進を。（男
性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

子育てが安心してできるようにしないと市の発展はないと思います。一次医療が終了した病人
の受け入れ施設を（せっかく温泉が湧出しているのですから）作って下さい。本当に困っていま
すよ。（女性・７０歳以上・無職・湖南地区）

市政運営の指針が事細かく記入されていますが、文章だけでなく実施して下さい。（男性・７０
歳以上・無職・四賀地区）

コロナ禍とはいえ、７年に一度の御柱なのでトラックでの山出しは寂しいですね。山出しでは氏
子の人達は本当に我慢を強いられたと思うので、里引きでは氏子の皆さんの気持ちをはらせ
たらいいですね。（女性・７０歳以上・パート、アルバイト・四賀地区）

市職員の目線が気になります。見下した目線、昔の武士の態度でしょうか。移住者には冷た
い市政が気になります。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

諏訪湖の整備。きたない。岸部等整備。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）



市役所を新しくし、駐車場を広く、全体的に他市に負けない使いやすい市役所にしてほしい。
（男性・７０歳以上・会社員・上諏訪地区）

道路の傷みが目立ちます。計画して直して下さい。（男性・７０歳以上・パート、アルバイト・四
賀地区）

市長さんへ　目をつぶって歩いたり車イスで移動してみると諏訪の道はとても悪いです。（女
性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

諏訪市は風光明媚でとても良い所だと思っています。誰もが住んで満足する街になって欲しい
と思います。諏訪湖周のサイクリングロードを早く完成して欲しいです。歩いていて自転車がス
ピードを出して走って来ると怖いです。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

諏訪は観光で成り立つ部分が大きい。諏訪湖の周りを常に整備出来ている環境を整えていっ
てほしいです。現在は老人の方々が頑張っているようですが施設の設備を検討しながらより
楽しめる諏訪湖周辺にしてほしいです。あまり木を切ってしまうのはどうでしょうか・・・。（女性・
７０歳以上・無職・上諏訪地区）

いつも下諏訪町の温泉をおかりしているので諏訪にも安価で気楽に入れる所があるといいと
思います（すわっこランドは高齢者には足に負担がかかりますので）。ワクチン接種の時は非
常にありがとうございました。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・四賀地区）

市と関係する団体について、徐々に「団体独自」の運営をすすめるように働きかけていると感
じています。それを推進すると、「団体役員のなり手が無くなる」心配がありますので、慎重に
すすめてください。（男性・７０歳以上・自営業・四賀地区）

コロナ情報がなさすぎる。せめて地域、学校、病院位分からないと、安心して買物や外へ出れ
ない！（これも協力ではないですか）。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

高齢のため、ほとんどの回答が０（分からない）に。市政への関心が薄く、各種の行事にも参
加しないのです。諏訪市に住んでみて、良い点、道路（歩道）が広い。市の催しへの強制がな
い。嫌な点、出払い（川掃除、草刈り等）土木課のような事を地区でやる。（女性・７０歳以上・
無職・四賀地区）

ごみのビニール袋がさけてガムテープで何度も貼りました。なんとかして下さい。（男性・７０歳
以上・無職・上諏訪地区）

東バルの空地利用⇒以前も話題にあがった？リハビリテーション施設等（国立施設）の誘致
は後藤厚労大臣の内に！市が運営する箱物はいらない（その後の維持費がかかる）。焼却灰
施設が難航している⇒（有賀峠辰野側では決着がつかないと思われる）⇒諏訪側へ設けるべ
きと考える。「様々な方法により安全である」と言うならば、市内の別の場所へ再検討すべきだ
ろう。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

世の中何が起きているのか、何が出来るのかわからず生活しておりました。もう少し市の情報
に関心をもたないといけないと思いました。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

企業が市に残れるような対策（東バル跡地）。（女性・７０歳以上・その他・四賀地区）

市政運営のために活動をしている事がよくわかりましたが、私事としてかかわっていないので
回答ができません。これからも諏訪市の発展のために頑張りましょう。（女性・７０歳以上・パー
ト、アルバイト・上諏訪地区）

若い方、中年、老人、事業をしている方等に分けた調査が必要ではないかと思いました。（女
性・７０歳以上・パート、アルバイト・四賀地区）

広報のときに有線放送が届きません。浜町２区には広報すわが届かないんでしょうか。（男
性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

地区により、行政の力の入れ方が違うような気がする。上水道は市役所に相談しても理由を
つけて何年も改善されない。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）



市民first、特に高齢者、障がい者に力を入れた政策を望みます。諏訪湖をはじめ、すばらしい
自然に恵まれているのですから、市民一人一人がそのことをもっと自覚し、我が町を大切に思
いながら生活していくことが大切だと思います。市民も行政もそれを第一にまちづくりをしてほ
しい。諏訪に住みたいと思う人が増えるような「すわ」をみんなで作りあげていくことが大事だと
思います。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・四賀地区）

スマホを使用していないので、情報が十分でないと思う。かりんちゃんバスがあまりよくない。
時間ばかりがかかって本数が少ない。乗り合いタクシー等により便利にならないか。元気館の
シャワーが少ないのでもっと増やせないか。芸術鑑賞の機会が少ないと思う。（女性・７０歳以
上・無職・上諏訪地区）

全国的に人口が減少するなかで諏訪地方は他の自治体とくらべ観光資源が多いので、この
活用は広域的な連携を強化して観光客を拡大して諏訪地方の活性化に結びつける。そのた
めに組織を一体化して機動的に活動する。（男性・７０歳以上・無職・豊田地区）

ご苦労様です。昔にくらべたら随分住みやすくなり、ありがとうございます。（女性・７０歳以上・
無職・豊田地区）

道路整備の方を宜しくお願いいたします。（女性・７０歳以上・会社員・中洲地区）

自転車の通う道中が狭く乗っていて危険を感ずる時がある。（女性・７０歳以上・無職・四賀地
区）

総合的には満足していますが、施策が立派すぎて絵に書いた餅になっていないか心配な一面
もあります。（男性・７０歳以上・自営業・上諏訪地区）

市政とは直接関係のないことかもしれませんが、上諏訪駅につるしてある御柱祭の飾りが遠
目にはボロ布がかけてあるように見えるのは私の目の錯覚でしょうか。（男性・７０歳以上・
パーチ、アルバイト・上諏訪地区）

職員の皆さんご苦労様です。市長さん体に気をつけてください。（女性・７０歳以上・その他・四
賀地区）

広報の仕方に工夫を。（男性・７０歳以上・その他・中洲地区）

今年は久々に首長新春インタビューを録画して何度か見ました。全体的には、諏訪市はよく
やっているという感想ですが、問３７の市税の徴収率が１９市中１７位はまったく納得がいかな
い（要改善策を）。この西山地区は災害も少なく、とても住みやすいところと感ずる（海外生活も
１０年程したが、こんなに素晴らしいところはない）。親父が市議をやっていた６０年程前は議
員定数が３０であったと記憶する。現状１５だと思うが、地方は財政的に人数を減らさないと
やっていけないのに対し、国会が議員数をなぜ減らせないのか。疑問でならない。国会議員
は自覚が足りない。自分一人で年間何億円も使っている認識があるのか。これは現状の議員
をほめるために書きました。次回アンケートに対する希望は、楕円形に塗りつぶすことにとて
も時間がかかるため、ぜひとも●か■としてほしい。（男性・７０歳以上・無職・湖南地区）

歩道が満足でない。デコボコしていて年寄りには歩きにくい。介護の等級で市からの援助の枠
組みがわからない。（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

設問の一つ一つはみんな重要事項だが、「やるつもり」とその後の結果については恩恵が実
感されない。絵に描いた「もち」が本心です。計画性のない都市・空き家対策、唯一駅前の「ツ
ルヤ」が一番の○です。もう少し富士見町や茅野市のやり方を取り入れてみてはいかが。職
員ももっと広い識見をもった人、全国公募してまったく新しいまちづくりや市の運営をしてはどう
でしょうか。諏訪が持っている素晴らしい財産を１００％活かしてほしいと切望します。（女性・７
０歳以上・無職・上諏訪地区）

諏訪湖のヒシ取りもっとやれ。諏訪湖の浄化。上川六斗川右折レーン改善。スマートインター
早期完成。興味ナシ。（女性・７０歳以上・自営業・豊田地区）

諏訪インターを出て平安堂の信号から飯島の信号まで歩道がないと同じインターから大型の
トラック、観光バスが何台も通るけど自転車などスレスレで危ないと思う。何とかならないか
と。諏訪にはコンサートなど開く会場がないのかといつも下諏訪文化センター、岡谷のカノラ
ホール遠すぎます。（女性・７０歳以上・専業主婦,、主夫・中洲地区）



縦横の連携をし、無駄を省くことをし、税金の無駄使いに気をつけるべきです。（女性・７０歳以
上・無職・豊田地区）

他市に比べ、子ども、老人のための施設整備等非常に不満足です。なぜ他市町村に出かけ
なくてはならないのか。特に子どもの求める楽しく集える遊具等も充実した大規模な場所ほし
いです。（女性・７０歳以上・その他・湖南地区）

女性活躍の改善をするときは、男性の意識改革をする場が必要になるのではありませんで
しょうか。（女性・７０歳以上・会社員・四賀地区）

市民からの要望事項に対し、優先順位や予算面等があると思いますが、安全安心な暮らしが
できるようできるだけ早く実施していただきたいと思います。宜しくお願いいたします。（女性・７
０歳以上・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

駅と並木通り、高島城までの開発、駅西口より諏訪湖までの下水及び用水路水周りの整備、
地域区民減少による区の統廃合を提案します。（男性・７０歳以上・パート、アルバイト・上諏訪
地区）

デジタル化が進む今、取りのこされる老人もたくさんいます。そういう人達をおいて行かないよ
うに気を遣って下さい。（男性・７０歳以上・無職・豊田地区）

水路整備きめ細かく対応していただきたい。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・湖南地区）

新川バイパスの早期実現（県道を大型トラックが走り、危険極まりない）。（男性・７０歳以上・
農林水産業・豊田地区）

柳並公園に入ったところに大きな欅を囲んでいるパイプがあるが、とにかくカラス被害によりパ
イプの上はフンがひどく、何年もパイプ掃除に協力してきたが、誰も気にならないのか手を出
す者はいなかった。あるとき、公園内清掃作業員にお願いをしたが、徹底不足なのか効果が
感じられないときがある。観光客に良い印象を与えるためにも諏訪市の玄関口でもある場所
だけに美化に力を入れてほしいものです。（女性・７０歳以上・専業主婦、主夫・上諏訪地区）

歩車分離式信号機がなくて危険です（他市と比べて）。歩行者道路が狭すぎて危険。上諏訪
には大型ショッピングセンターがなくて不便（若者は松本に流れてしまう）。（男性・７０歳以上・
無職・上諏訪地区）

道路整備。資源ゴミ～プラの袋類も対象に。犬の糞対策（特に郊外）。（男性・７０歳以上・無
職・上諏訪地区）

東バル跡地に温泉リハビリセンターの設置を希望します。（女性・７０歳以上・専業主婦、主
夫・四賀地区）

三菱エアコン「霧ヶ峰」と宣伝してくれているのに、霧ケ峰がどこにあるか知らない人が多いと
思われます。もっと知名度を上げて来てもらうようにしたら観光客が増えるのでは。また、諏訪
湖のヨットハーバー。東バル跡地に競艇場を作って人を集めることをしないと諏訪市は良くな
らないと思います。（男性・７０歳以上・自営業・湖南地区）

「わからない」の回答が出たことに反省しています。他人任せでなく積極的に満足に近づくよう
に考えたい。財政の厳しいなか、何をするのにもお金の時代、いろいろありがとうございます。
（女性・７０歳以上・パート、アルバイト・上諏訪地区）

民生委員等に依頼するも、受け手担い手不足で次期役員の選抜に苦慮しています。自治体
や地域を問わずに受け手を市の主導で募集はできないものでしょうか。（男性・７０歳以上・
パート、アルバイト・四賀地区）

市が活性化する施策を積極的に進めてほしい。若者が地元で就職できる環境、子どもを産む
ことができ、育てられる手当や環境づくり。市の施策の無駄、合理化の推進による財源確保。
（男性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）



他市町村より諏訪はいろいろの行事、その他活発がないと思います。（女性・７０歳以上・専業
主婦、主夫・湖南地区）

国道２０号バイパスの件ですが、現在地球全体の気候が変わってきているので山にトンネル
をという計画のようですが、いつ豪雨に出くわすとも限りませんのでトンネルは反対します。諏
訪湖に橋を架ける方が観光の面でも良いと思います。国県との関係で問題はあると思います
が、もう一度一考してほしいと思います。豪雨になったときの上川の決壊が心配です。下流の
整備に力を入れてほしい。昭和３０年代の決壊が思い出され、ぞっとします。１００年に一度人
生すべて見直す時代になったでしょうね。（女性・７０歳以上・無職・地区無記入）

電子図書館開設希望（図書館に行かなくても必要な資料を入手できる）。スポーツ施設として
野球場、グラウンド、プール、ボッチャなどは整備されているが、市のテニスコートは三面と極
小なのでぜひ増やして下さい。広報SUWAの暮らしの情報は細部まで目を通します。市公民館
主催の女性セミナー、男のおもしろ倶楽部と分けてありますが、内容は女性でも受講したい内
容が男の倶楽部に入っていることが多いので、今の時代わざわざ男女と分けることはしないで
良いかと（男女平等かと）。温泉地諏訪、すわっこランドはもちろん、他の温泉も安値で利用可
としてほしい（高齢者）。（茅野市は高齢者無料温泉有、富士見町は１回１５０円程度で高齢者
利用温泉有）（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

高齢で一人暮らしなので満足度を聞かれても直接関係ないことが多くわからない。一つの設
問に２点３点と課題があるため、答えにくい。設問の設定があまりよくないと思う。（女性・７０歳
以上・専業主婦、主夫・四賀地区）

湖畔道路の電柱移設かまたは撤去、茅野市に比べ劣っている？（男性・７０歳以上・その他・
上諏訪地区）

設問の中に問いがいくつもあり、答えに迷い私の回答が正しいのかわからない。地域活性以
外には諏訪市の発展はないと考えます。都心から近いメリット、子育てには良い環境（自然が
多い）、こんなすばらしい利点を生かし若い方々の移住促進に繋がれば当然人口も増えま
す。市政運営も若返りを期待します。他市町村に負けない魅力のある諏訪市になってほしい
ですね。私は諏訪市が大好きです。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）

年寄りにもっとわかるようにお願いします。問の全部が重要と思う。（女性・７０歳以上・無職・
四賀地区）

孤立老人のたわ言です･･･多様な市政運営の恩恵に あやかった覚えがありません。公民館
活動が乏しく、年齢層を超えた日常交流の機会がありません。御柱祭だけが交流の場ではあ
りません。（男性・７０歳以上・無職・四賀地区）

南箕輪村に比べて、ごみの分別、処理があいまい。どこへどう捨てていいかわからない廃棄
物に困る。南箕輪では、物品の「あいうえお」順にゴミの分別を示した冊子が各戸に配布され
ていた。諏訪市では「業者に持ち込め」というのが多いが、伊那市では大きな処理場があっ
て、何でも持ち込めるし、分別しなくても持ち込める業者もあった。広報は楽しみにしている。
駅周辺は、さびれた商店、跡継ぎのない無人の医院などが多く道幅は狭く、かなり残念な状
況。（女性・７０歳以上・無職・上諏訪地区）


